
日本の文化・日本の伝統
和のコンテンツ

世界で最も温かいおもてなし

日本出張ワークショップ協会



日本を知りたい外国人旅行客様も、
日本への理解を深めたい日本人のお客様も

日本人が元来持つ、細やかさと職人精神が融合した
ワークショップをご体験いただくことが

年中行事を知り
季節を感じ

伝統文化への理解を深めます。

何百年にもわたって蓄積伝承された
様々な彩りあふれる行事を通じて

日本の良き文化に触れるきっかけとなるような

真のグローバル化をはかる、
格別なコンテンツをご用意いたします。



彩りあふれる日本文化をワークショップで体験

日本人を訪れた外国人観光客様には！！

日本人の暮らしに深く関っている年中行事や風習をなぞらえたワークショップは、
日本文化をより深く感じていただけます。

スタンダードな旅の形に「ワークショップ」によるコト体験をプラスすることで、
日本の魅力をより感じていただけます

日本人顧客様、新規顧客様には！！

和のワークショップ体験には、日本文化を再認識することで四季を
感じ日々の暮らしを楽しんでいただく心の余裕が生む効果があります。

体験型ワークショップの充実した時間空間が記憶に焼き付けられ、リピーターを
増やし、施設様の活性化につながります。



出張ワークショップ例

・商業施設 ⇒課題に合わせた形でワークショッ
プを開催することにより、施設やその地域の活
性化につながる。テナントとのコラボ、季節イベ
ントなど、ストーリーが作りやすい。滞留時間を長
くする効果大。

TOKYO 2020にジャストマッチするコンテンツの
ご用意もございます！！

・ホテル⇒異文化交流の場所。

上質な場所でのスペシャル感が顧客満足度・顧
客NPSを向上させる。

・空港、駅⇒出会いの場所。文化と人が

交錯する場所。インバウンドを取り込み旅行者に
日本文化を発信してもらう。

・クルーズ客船⇒長期に渡るクルーズであれば

連作大作に挑戦できるため、顧客の達成感がそ
のまま満足度アップにつながる。
リピート顧客化、推奨者が増える事への
期待値が高まる。

・観光地⇒魅力的な観光地作りと、その場所で

の思い出作り。話題性が高まることと比例して、
「認知度」も高まる。 「歴女」や「御朱印」などの
関連ワードも取り込める。



桜色のハーバリウム
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
おおよそのサイズ：4×4×高さ12cm
教材費：1000円

桜をイメージしてご用意した彩りあふれる
花材が、ワークショップの場を華やかにし、
スペシャルな時間を演出します。
今話題のハーバリウムは、講座としてはも
ちろん、作ったものをプレゼントする方も多
いため、非常に汎用性と需要度の高いコン
テンツです。

桜色のアロマグラス
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
およそのサイズ：直径8×高さ12cm
教材費：1500円

春の風物詩でもある桜の花材を自由にレイ
アウトして作る、アロマワックスグラスです。
ソラフラワーやウッドパーツにお好きなアロ
マをたらして繰り返し使える、長時間楽しめ
るアイテムはプレゼントにぴったりです。
＊電源設備が必要です。

桜のリース
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1800円

日本を代表し象徴する桜をリースに作りあ
げていきます。華やかではかないイメージ
そのままのリースです。一本の枝で仕立て
上げたようなフォルムが斬新なアイテムで
す。



桜のアレンジメント
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1500円

優しい色合いが春を連想させる、季節をしっ
かり感じられるコンテンツです。
柔らかなピンク色が心を穏やかにする、癒し
の効果が抜群のアレンジメント体験です。

桜のスノードーム
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1500円

電球型ドームの中でゆらゆらと揺れる花び
らと、春の光を表現したグリッターの輝きが
個性的なアイテムです。ドームの中の小さ
な世界を楽しめる、ロングセラーコンテンツ
です。

桜のアロマワックスバー
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

桜のアロマオイルを使用し、視覚的要素だけ
でなく嗅覚からも季節を感じる癒しのアイ
テムになります。お持ち帰り後、お好きなア
ロマを垂らしていただきますと長くお楽し
みいただけます。
＊電源設備が必要です。



桜のウッドバーニング
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

電熱ペンで素材を焦がして模様を描く手法
「ウッドバーニング」。素材そのものを加工す
るので独特の質感が生まれます。素材には
国産間伐材を使用しています。
＊電源設備が必要です

桜のオーナメント
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

ほのかなピンク色が上品に揺れる、桜の季
節のお部屋のデコレーションにぴったりなア
イテム。
まるでお家でお花見をするように、華やい
だ空間を演出します。
＊電源設備が必要です。

桜のファブリックパネル
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
おおよそのサイズ25×25㎝
教材費：1200円

タッカーを使用して布を木枠に貼り付けま
す。完成サイズは25cm×25cmと大きく、お
部屋の雰囲気をチェンジするインテリアアイ
テムとして、満足度が高いコンテンツです。
（桜柄の布をご用意します）



桜色のバスボム
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：800円

桜を思わせるピンクのバスボムを作ります。
季節を感じる桜（塩漬け）を入れ仕上げ、お
持ち帰り後お風呂で使うと、しゅわしゅわの
泡と一緒に桜が浮いてきます。
大人数に対応できるコンテンツです。

桜色のタイルトレー（大）
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1500円

タイルを自由にレイアウトして、目地で埋め
ていく、本格的な工程を体験していただけ
ます。レイアウトによって、全く違う雰囲気の
ものが作れる、自由度の高いコンテンツで
す。
（ピンク系のタイルをご用意します）
＊所要時間に応じてタイルの大きさは変わ
ります。

桜色のタイルコースター
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

タイルを自由にレイアウトして、目地で埋め
ていく、本格的な工程を体験していただけ
ます。レイアウトによって、全く違う雰囲気の
ものが作れる、自由度の高いコンテンツで
す。
（ピンク系のタイルをご用意します）
＊所要時間に応じてタイルの大きさは変わ
ります。



しめ縄のアレンジメント
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1500円

お正月の縁起物、しめ飾りにインテリア性を
プラスし、和と洋がミックスしたアレンジを施
します。ナチュラルな雰囲気の、可愛らしい
デザインですので、お子様から大人のまで
に幅広い人気です。
＊電源設備が必要です。

熊手アレンジメント
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：2000円

商売繁盛や開運招福を願う縁起物、熊手。
福を掴む、福を集める、などの意味合いを持
つ熊手を、様々な花材や素材を使って華や
かに愛らしく飾り付けましょう。
＊電源設備が必要です。

和のアレンジメント
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
おおよその大きさ：13×13×高さ21cm
教材費：2000円

華やかさと、凛とした和の雰囲気を持ったア
レンジメントを作ります。
和風だけでなく、洋風なお部屋にもなじむ
ような、モダンなアレンジが人気のスタイル
です。



水引きのリース
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
おおよそのサイズ：25×長さ43cm
教材費：1000円

貴重な、水引を使った和風リースです。アー
ティフィシャルフラワーを使用するので、時
期を選びません。
＊電源設備が必要です。

苔玉（招きネコ）
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
およそのサイズ：62×62×高さ20㎝
教材費：2000円

愛らしい表情の猫は、万国共通の人気者。
招福ポーズのラッキーアイテム、招き猫は、
日本人のみならず、外国人からの認知度も
高く、お土産上位にランクインしています。
今流行の苔玉とコラボした、大人気コンテン
ツです。

苔庭（招き猫）
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：1800円

「日本庭園の苔」の代名詞のような、スナゴ
ケを使ってお皿の中に庭を作ります。
苔と敷石を自由にレイアウトして和の世界を
表現しましょう。



苔玉ハンギング
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

癒しアイテムの代表、苔玉に、今大流行の多
肉植物などをコラージュして作成する、見た
目もスマートなインテリアです。
グリーン系のワークショップは、年齢問わず、
女性からの支持率が高く、集客力のあるコ
ンテンツです。

漢字デコパネル
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
およそのサイズ：25×25cm
教材費：2000円

日本が誇る漢字文化は外国人の間でも大
人気。直線と曲線がまるで絵のようでアート
性を感じると話す方も多い中、美しい漢字
を和の飾りでデコレーションしたオンリーワ
ンのKANJIグッズを作ります。
＊電源設備が必要です。

和柄ファブリックパネル
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
およそのサイズ：25×25cm
教材費：1200円

タッカーを使用して、木枠に布を貼り付けま
す。完成サイズも大きく、満足度が高いワー
クショップとなります。お正月気分を盛り上
げる数種類の和柄の布から、お好きな柄を
お選びいただけます。



てぬぐいタペストリー
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

飾るだけで絵になる和柄の手ぬぐいを、タ
ペストリーの形に作り、お部屋に和のテイス
トを呼び込むインテリアアイテムに仕上げま
す。

てぬぐいバッグ
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1500円

一枚の手ぬぐいを、切ったり縫ったりの作業
無しで、バックの形に作り上げる工程は、ま
さにアメージング！
コンパクトにたためてサブバックエコバック
としても使えます。レトロな形と収納力が魅
力です。

富士山ファブリックパネル
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

タッカーを使用して布を木枠に貼り付けま
す。完成サイズは25cm×25cmと大きく、お
部屋の雰囲気をチェンジするインテリアアイ
テムとして、満足度が高いコンテンツです。



富士山アクセサリー
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

水引きと富士山のモチーフを使った、スタン
ダードでありながらインパクトの強い、アク
セサリーを作ります。
日本の伝統と美が、耳元で輝きます。

富士山レジンチャーム
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：800円

富士山の空枠に、色付けしたレジンを流し込
み作ります。ぷっくりしたフォルムとつやで
富士山の大きな存在感を表現します。
＊電源設備が必要です。

レジンのお守り
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

合格祈願や、交通安全、健康、縁結びなど、
レジンを使って作ります。心を込めて、自分
好みにデコレーションしましょう。
プレゼントとしても喜ばれるアイテムです。
＊電源設備が必要です。



招き猫絵付け体験
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

開運招福の象徴「招き猫」の素焼きの貯金
箱に自由にお好きな色で色付けしていただ
く、小さな子供から大人まで誰もが楽しめる
絵付け体験コンテンツ。製作工程、お持ち帰
り後共に満足度が高い、全世代対応型コン
テンツです。

招き猫時計
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

愛らしい表情の招き猫を自由に色付けした
後、部品を組み込んで置き型の時計に仕上
げます。
ハサミやカッター、のり等を使用しない、
気軽に体験できるクラフトタイプのワークシ
ョップを開催いただけます。

招き猫ぬいぐるみ作り
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：2000円
（50人以上でお申込みください）

ぬいぐるみ専用のマシンに綿を入れ、ぬい
ぐるみの背面にある穴から綿を詰めて可愛
い招き猫を完成させます。マシンのペダル
を踏んで綿を詰め、お好みの硬さになった
ら、マシンを止めます。背面の穴はマジック
テープで止められるので針と糸を使わず簡
単に仕上げられます
＊電源設備が必要です。



ウッドバーニング（升）
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

電熱ペンで素材を焦がして模様を描くウッド
バーニング。素材そのものを加工するので
独特の質感が生まれます。
一合升に絵柄を焼き付けて、縁起のよさも
ますますアップ！
素材には国産間伐材を使用しています。
＊電源設備が必要です。

ウッドバーニング（ミニ絵馬）
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：800円

電熱ペンで素材を焦がして模様を描くウッド
バーニング。素材そのものを加工するので
独特の質感が生まれます。
絵馬に自由にデザインして、自分だけのアイ
テムに仕上げましょう。
素材には国産間伐材を使用しています。
＊電源設備が必要です。

けん玉絵付け体験
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

日本にけん玉が紹介されたのは、江戸時代
と歴史も古く、大人や子供の心をしっかり掴
んで、何度も流行の波が押し寄せています。
大人や子供、万人が夢中になるけん玉をお
好きなカラーで色付けして、自分だけの一
品を作りましょう。



らくやき（お皿）
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

専用のマーカーを使ってお皿に自由に
お絵かきしましょう。
焼き上げと冷まし時間が必要です。
再来店していただき後日受渡しも可能
です。
＊電源設備が必要です。

つまみ細工（ブローチ）
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
およそのサイズ：直径8×高さ12cm
教材費：1000円

今大注目の、和柄の生地をお花の形にして
作るつまみ細工は、江戸時代から伝わる技
法で、東京都指定の伝統芸能です。
襟元や、バッグや帽子に付けていただける
ブローチに仕上げます。
長い歴史がある伝統工芸を体験できる貴重
なワークショップです。

つまみ細工（キーホルダー）
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

今大注目の、和柄の生地をお花の形にして
作るつまみ細工は、江戸時代から伝わる技
法で、東京都指定の伝統芸能です。
キーホルダーに仕上げますが、そのままチ
ャームとしてもお使いください。
長い歴史がある伝統工芸を体験できる貴重
なワークショップです。



折鶴のチャーム
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：800円

日本伝統の遊び、折紙で鶴のチャームを作
ります。
一枚の紙から作られる、立体的で多様な形、
その芸術的側面が評価され、折紙の世界認
知度は高まっています。折鶴のチャームは
その小ささから、体験者に驚きと楽しさを与
えてくれるコンテンツです。
＊電源設備が必要です。

折り鶴アクセサリー
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1200円

日本伝統の遊び、折紙で鶴のアクセサリー
を作ります。
一枚の紙から作られる、立体的で多様な形、
その芸術的側面が評価され、折紙の世界認
知度は高まっています。折鶴アクセサリーは、
その小ささから、体験者に驚きと楽しさを与
えてくれるコンテンツです。
＊電源設備が必要です。

ふくろうブローチ
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

森の賢者、知識の象徴のフクロウはその愛
らしさから今大人気。
「不苦労」「福老」に通じる縁起物としても人
気のフクロウを、フエルトを使ったブローチ
に仕上げます。愛嬌溢れる表情とフォルム
が個性的です。



水引のブレスレット
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

歴史のある水引きには贈る相手への深い意
味も表れています。
伝統を守りながらも現代風にアレンジした
ブレスレットは古き良き日本の文化に新しさ
を融合したコンテンツです。

和風アクセサリー
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：800円

アクセサリーが女性に人気なのは世界共通
です。和テイストのモチーフをあしらったア
クセサリーは、外国人だけでなく、日本人に
も注目され、日本を見つめ直すきっかけにも
なっています。自分だけのオリジナルがつく
れるコンテンツは特に女性の集客効果抜群
です。

ご祝儀袋
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

慶事を彩るご祝儀袋を、おめでとうの心を
込めて、より華やかに、和紙、千代紙、水引
などでデコレーションします。
相手に特別なお祝いの気持ちを伝えるため、
オンリーワンなご祝儀袋を作りましょう。



デコうちわ
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

風情のある日本のうちわに、旅の思い出の
写真や、可愛らしいシール、マスキングテー
プなどを自由にデコレーションして作る、和
と洋が合体したオンリーワンのアイテムを
作ります。

うちわ（当て漢字）
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：800円

風情のある日本のうちわに、横文字の名前
を漢字に変換した筆文字をデコレートする、
シンプルで分かりやすい明快さがある、東
洋アートそのもののコンテンツです。日本を
知らない外国人の方にも一目でわかるユニ
ークさが人気のワークショップです。

浮世絵風キーホルダー
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：800円

プラ板に、浮世絵や富士山、招き猫など、好
みの図柄から選んだ下書きをなぞって色付
けをし、トースターで加工してキーホルダー
に仕上げます。完成品は本物の浮世絵さな
がらです。
＊電源設備が必要です。



こいのぼりガーランド
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
教材費：1000円

立身出世を願う鯉のぼりを、一味違った可
愛らしさで手軽にお作りいただける全世代
対応型のクラフトコンテンツ。鯉のぼりのう
ろこ部分は布やリボンやパーツを選べるの
で、自由度が高く、オリジナリティあふれる
作品が作れます。幅広い年齢のお子様に対
応可能です。

七夕ファブリックパネル
対象年齢：5才以上
所要時間：約30分
およそのサイズ：25×25cm
教材費：1500円

お子様の手形をインテリアに取り入れられ
る珍しいコンテンツです。
成長の証をオシャレにリビングなどに飾るこ
とができます。

七夕キャンドルホルダー
対象年齢：小学生以上
所要時間：約30分
教材費：800円

七夕モチーフをプラスしたキャンドルホルダ
ーは、癒しのアイテムです。
キャンドルの炎のゆらぎは、心身をリラックス
に導きます。夏の行事をテーマにしたコンテ
ンツは日本の四季を感じられる貴重なもの
です。


