
2019.10、11 月コンテンツ                           日本出張ワークショップ協会 

＊使用している花材は全て生花ではありません。 

 仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

 

ハロウィンサンドアートアレンジ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 8×高さ 11㎝ 

教材費：1500円 

ジャックオランタンの模様にサンドアートをし、 

上の部分に、ハロウィンに合う花材をアレンジします。 

 

 

ポーセリンアート ハロウィンキャンディーバスケット 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 8.3×高さ 8.8㎝ 

教材費：1500円 

 

専用のシートを切り抜き、専用のプライマーを塗って貼り、加熱し、定着さ

せます。 

*一度に参加する人数により、所要時間は変わります。 

*電源設備が必要です。 

 

ハロウィン スノードーム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 9×高さ 10㎝ 

教材費：1500円（マスコット 3体の場合） 

お好きなマスコットを選び、土台にボンドで止めてラメと専用の液を入れま

す。 

*水道設備が必要です。 

 

ハロウィンのボタニカルキャンドル 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 6×高さ 5㎝ 

教材費：1000円 

ベースのキャンドルと型の間に、ハロウィンカラーのプリザーブドフラワー

などをレイアウトします。そこへワックスを流し固めます。 

*電源設備が必要です。 

  

ハロウィンワックスサシェ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 8㎝ 

教材費：1000円 

 

ワックスを型に流し、ハロウィンカラーをイメージしたドライフラワーをレ

イアウトします。 

*電源設備が必要です。 
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ハロウィングリセリンソープ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 5.3×1.5 ㎝ 

教材費：1000円 

 

カラーグリセリンソープシートをお好きな型で抜き、丸型に配置した後に透

明なグリセリンソープを流し込みます。 

*電源設備が必要です。 

   

ハロウィン実りのリース 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 30㎝ 

教材費：2500円 

 

デコレーション材料はキットでご準備します。材料をレイアウトし、グルー

ガンでつけます。 

*電源設備が必要です。 

 

ハロウィンリボンリース 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 25㎝ 

教材費：1800円 

 

お好きなハロウィンカラーのリボンを選び、リース台に結びつけ形づくって

いきます。 

 

ハロウィンリース 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 14㎝ 

教材費：1500円 

 

デコレーション材料はキットでご準備します。材料をレイアウトし、グルー

ガンでつけます。 

*電源設備が必要です。 

  

ハロウィンリース 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：13㎝ 

教材費：1000円 

 

デコレーション材料はキットでご準備します。材料をレイアウトし、グルー

ガンでつけます。 

*電源設備が必要です。 

SAMPLE 
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ハロウィンハーバリウム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ： 4cm×4cm×高さ 20cm     

材料費：1800円    

 

ボトルに、花材を自由にレイアウトして、専用のハーバリウムオイルを入れ

ます。 

*電源設備が必要です。 

 

ハロウィン ハーバリウムボールペン 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：全長 14.5 ㎝ 

教材費：1000円 

 

ハロウィンカラーのドライフラワーやジャックオランタンやおばけのミニ

パーツを専用のボールペンにレイアウトし、ハーバリウムオイルを入れま

す。 

 

 

ハロウィン スノードームボールペン 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：全長 14.5 ㎝ 

教材費：1000円 

 

専用シートにハロウィン模様のシールなどを貼り、ラメやホロを入れ、専用

の液を入れます。 

 

ハロウィンジャイアントフラワー 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 30㎝ 

教材費：1500円 

 

ペーパーキットをご用意します。のりや両面テープを使い、立体感のあるロ

ーズに仕上げます。壁面に飾ることができるインテリアアイテムです。 

   

ハロウィンガーランド 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：約 20㎝ 

教材費：1500円 

 

ハロウィンモチーフのお好きなパーツをつないで、ガーランドに仕上げま

す。 ＳＡＭＰＬＥ 
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ハロウィンのステンドグラス風シール(3 個セット) 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：13×9㎝ 

教材費：800 円 

 

準備したベースの中を、特別な絵の具で塗ります。ご自宅に戻ってからご使

用いただけます。窓ガラスや鏡などに、貼れるインテリアアイテムです。 

 

 

ハロウィンフエルトバッグデコレーション 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：20×30×まち 10㎝ 

教材費：1500円 

 

フエルトバックに、ハロウィンウッドパーツ、レース、アーティフィシャル

フラワーなどを、グルーガンでつけます。 

*電源設備が必要です。 

  

ハロウィンフレームアレンジ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：23×13㎝ 

教材費：1500円 

 

ハロウィンのシートを張り、周りにアーティフィシャルフラワーなどを 

レイアウトし、グルーガンででつけます。 

*電源設備が必要です。 

 

 

ハロウィンフォトフレーム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：23×13㎝ 

教材費：1000円 

 

フレームにフエルトを貼り、ハロウィンウッドパーツ、カーリングリボン、

ミニチュアパンプキンなどをレイアウトし、グルーガンでつけます。 

*電源設備が必要です。 

   

ハロウィンフェイクカップケーキ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 4×高さ 6㎝ 

教材費：1200円 

 

樹脂粘土でカップケーキを作り、シリコンをクリームのように絞り、トッピ

ングで飾ります。 

ＳＡＭＰＬＥ 
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ゆめかわキャンディブーケ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：全長 30㎝ 

教材費：1500円 

 

お好きなキャンディを選び、リボン、バルーンと一緒にブーケの形に仕上げ

ます。 

  

マシュマロブーケ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：全長 20㎝ 

教材費：1000円 

 

マシュマロをチョココーティングし、シュガー、ナッツをトッピングして、 

ペーパーナプキンや、カーリングリボンと一緒にブーケに仕上げます。 

*電源設備が必要です。 

 

ハロウィンスライム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 6×高さ 7㎝ 

教材費：800 円 

 

スライム用に配合したものに色付けし、固めてスライムを作ります。瓶に、

ハロウィンをイメージしたフエルトパーツでデコレーションをします。 

 

ハロウィン帽子デコレーション 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 38×高さ 30㎝ 

教材費：1500円 

 

ハロウィンの仮装の定番の黒い帽子に、グルーでチュールレースなどをつけ

ます。 

*実際の帽子の先は丸まっていません。 

*電源設備が必要です。 

   

光るピコピコうさみみ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：30×18㎝ 

教材費：1500円 

 

肉球部分を握ると動くうさみみに、ハロウィンをイメージしたデコレーショ

ンパーツをグルーガンでつけます。 

*電源設備が必要です。 
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ハロウィンねこみみカチューシャ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：20×18㎝ 

教材費：1000円 

 

ねこみみカチューシャにハロウィンをイメージしたデコレーションパーツ

をグルーガンでつけます。 

*電源設備が必要です。 

 

ハロウィンこんぺいとうブレスレット 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：サイズフリー 

教材費：800 円 

 

材料はキットをご準備します。ワックスコードにこんぺいとうの形のビーズ

や丸大ビーズを通しながら結びます。ご自分のサイズに合わせて作れます。 

 

ハロウィンしゃかしゃかタンブラー 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 7×高さ 12㎝ 

教材費：1200円 

 

タンブラーの本体にシールを貼り、 

ハロウィンモチーフのスパンコールや、ラメやホロを入れて、透明ボディと

しっかり組み合わせます。 

エコなタンブラーをカスタマイズできる、他にはないコンテンツです。 

 

ハロウィンフラワーアレンジメント 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：18×15×高さ 20cm 

教材費：1500円 

 

材料はキットをご準備します。フラワーベースに、ハロウィンをイメージさ

せる花材をレイアウトします。 

女性に人気の、定番のコンテンツです。 

 

ハロウィン 箒アレンジメント 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：全長 20cm 

教材費：1500円 

 

材料はキットをご準備します。箒に、ハロウィンカラーの花材を好きな位置

にアレンジする。リボン、ハロウィンシートも飾ります。 

*電源設備が必要です。 
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ハロウィンかぼちゃデコ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 10×高さ 10㎝ 

教材費：1500円 

 

かぼちゃの形の小物入れにリボンやシールなどでデコレーションします。 

 

ハロウィン 時計付きボード 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：16×25㎝ 

教材費：1800円 

 

ハロウィンの形のボードに、ポスカで自由に色を付け、最後に時計のパーツ

を取り付けます。 

 

ハロウィンのキャンドルホルダー 

所要時間：30分 

およそのサイズ：直径 5×高さ 6㎝ 

教材費：800 円 

 

ハロウィンカラーのビーズ、かぼちゃなどのパーツをテグスに通して、キャ

ンドルホルダーに取り付けます。 

 

ハロウィングラスエッジング 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 10.5×高さ 11㎝ 

教材費：1500円 

 

ハロウィンをイメージした下絵の中からお好きなものを選び、ルーターでグ

ラスにエッジングしていきます。 

 

ハロウィンフェイクパフェのメモスタンド 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 10×高さ 15㎝ 

教材費：1200円 

 

シリコンと樹脂粘土を使って、パフェを作りシリコンをクリームのように絞

ります。おばけやカボチャのモチーフを飾り、メモスタンドクリップを立て

て完成です。 
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ハロウィンフェイクカップケーキのメモスタンド 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 5×高さ 6.5cm 

教材費：1000円 

 

カップケーキ容器にシリコンをクリームのように絞り、トッピングをお好き

に飾り、クリップをつけて完成です。 

 

ハロウィンアイシングクッキーのマグネット 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：4×3 ㎝ 

教材費：800 円 

 

かぼちゃやおばけのフェイクスイーツに、アイシングデコをします。 

ＵＶレジン加工をし、よりおいしそうに仕上げます。 

*電源設備が必要です。 

10/10赤ちゃんの日  

 

くるくるレインボー 

所要時間：約 30分 

教材費：1000円 

 

キラキラテープを使って子供たちに絶大な人気を誇るおもちゃを製作。カッ

ト済のテープを貼り作ります。くるくるレインボーは保育施設などで人気の

あるおもちゃです。 

 

オリジナルスタイ 

所要時間：約 30分 

教材費：1500円 

 

スタイにリボンやパーツを縫い付けたり、スタンプでお名前を入れたりして

オリジナルのスタイに仕上げます。 

 

スタイクリップ 

所要時間：約 30分 

教材費：1000円 

 

お手持ちのタオルをこのクリップでとめ、スタイにするアイテムです。 

布部分の柄を選びリボンなどを縫い付けオリジナルに仕上げます。 

11月七五三  
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七五三髪飾り 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：10×5㎝ 

教材費：1500円 

 

お好きなキットを選び、レイアウトし、グルーガンでつけていきます。 

*電源設備が必要です。 

 

七五三モチーフのアイシングクッキーマグネット 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：5×5 ㎝ 

教材費：800 円 

 

フェイククッキーのお好きな型を選び、ぬりえのようにアイシングし、 

マグネットに仕上げます。つやが出るようにＵＶレジン加工をします。 

*電源設備が必要です。 

 

七五三スクラップブッキング 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：15×15㎝ 

教材費：1200円 

 

材料は選べるキットをご準備します。専用ペーパー、水引などを自由に貼っ

て、スクラップブッキングします。 

 

ポーセリンアート フォトフレーム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：12.8×6.8 ㎝ 

教材費：1200円 

 

専用のシートを切り抜き、専用のプライマーを塗って貼り、加熱し、定着さ

せます。 

*一度に参加する人数により、所要時間は変わります。 

*電源設備が必要です。 

 

いい夫婦の日に 

スリッパデコレーション 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：全長 24㎝ 

教材費：1500円 

 

専用の無地のスリッパに、お好きな布専用の転写シールでデコレーションし

て仕上げます。 
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いい夫婦の日に 

ポーセリンアート ペアマグカップ 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 9×高さ 10㎝ 

教材費：ペアで 1800円 

 

専用のシートを切り抜き、専用のプライマーを塗って貼り、加熱し、定着さ

せます。 

*一度に参加する人数により、所要時間は変わります。 

*電源設備が必要です。 

  

いい夫婦の日に 

ペアの箸の絵付け 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：23㎝ 

教材費：ペアで 1200円 

 

竹製の箸に、ポスカで絵付けをし、食品衛生法に適合したニスを塗って仕上

げます。 

 

いい夫婦の日に 

ペアの箸置き 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 9㎝ 

教材費：ペアで 1200円 

 

アクリル製の型に押し花をレイアウトし、ＵＶレジンで仕上げます。 

*電源設備が必要です。 

  

いい夫婦の日に 

ウッドバーニング カッティングボード 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 30㎝ 

教材費：1500円 

 

下絵を描き、電熱ペンで絵や模様を焼き付けていきます。 

*電源設備が必要です。 

 

いい夫婦の日に 

タイルトレー 

所要時間：約３０分 

およそのサイズ：12×20㎝ 

教材費：1200円 

 

トレイにタイルを自由にボンドで貼り、目地を入れて仕上げます。 
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いい夫婦の日に 

フエルトニードルのハートフレーム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：12×20㎝ 

教材費：1000円 

 

フエルトのシートに専用の針を使い、ハートの形を描き、トレーに貼ります。 

11月秋  

 

オータムカラーのジェルキャンドル 

所要時間：30分 

およそのサイズ：直径 10×高さ 8㎝ 

教材費：2200円 

 

中心の容器と外側の容器の間に自由にドライフラワーをレイアウトし、キャ

ンドル用のジェルを注ぎます。 

*電源設備が必要です。 

 

秋のスクエアキャンドル 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：5×5×高さ 5㎝ 

教材費：1500円 

 

スクエア型のキャンドルに押し花をレイアウトし貼っていきます。ディッピ

ングし仕上げます。 

*電源設備が必要です。 

 

実りの秋のリース 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：直径 15㎝ 

教材費：1500円 

 

リース台にドライフラワーなどの花材キットを自由にレイアウトし、グルー

ガンでつけていきます。 

*電源設備が必要です。 

 

秋のテラリウム 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：10×10×高さ 15㎝ 

教材費：1200円 

 

ワイヤー製のテラリウム容器にフェイクグリーンや、シサル麻などをレイア

ウトしていきます。 
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読書の秋に  

羊毛フエルトのしおり 

所要時間：約 30分 

およそのサイズ：10㎝ 

教材費：800 円 

 

ひつじの原毛をフエルト化させます。好きな形にカットし、リボンをつけて

仕上げます。 

*水道設備が必要です。 

11月冬支度  

 

ウィンターディフューザー 

教材費 1200 円 

サイズ：直径約 7×高さ約 9 ㎝、棒 25㎝ 

 

瓶に花材を入れ、アロマオイルを混ぜた専用液をそそぎます。 

リード（竹の棒）を通してアロマの香りが部屋に広がります。手軽にアロ

マを楽しめるインテリアです。 

 

冬の押し花キャンドル 

教材費 1500 円 

サイズ：5㎝×5㎝×5 ㎝の立方体 

スクエアキャンドルに押し花をはりつけ、ディッピングします。 

冬の夜長にキャンドルを灯す楽しみまで体験できる、ツーアクション型コン

テンツです。 

＊電源設備が必要です。 

 

LUSH 風バスボム 

教材費:1500 円 

サイズ：直径約 5㎝ 

 

重曹とクエン酸を配合した粉に色を付け、キャンディのようなカラフルなバ

スボムに仕上げます。 

炭酸が発生し、リフレッシュできるアイテムは、男女ともに楽しんでいただ

けるワークショップコンテンツです。 

 

スノードリームキャッチャー 

教材費 1200 円 

サイズ：直径 10㎝×全長約 30 ㎝ 

 

リング部分に糸を編みつけ、フリンジや羽をつけて仕上げます。 

悪夢をリング部分がキャッチしてくれるといわれる、今ブームが再燃してい

る、魔よけのインテリアです。 
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＊使用している花材は全て生花ではありません。 

 仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

オリジナルあったかニット帽 

教材費 1000 円 

サイズ：フリーサイズ使用 

 

ニット帽に、毛糸のポンポンやデコレーションアイテムを貼り付けます。 

シンプルになりがちなニット帽を個性的に仕上げる、自由度の高いコンテン

ツです。 

 

 

オリジナルあったか手袋 

教材費 1500 円 

サイズ：フリーサイズ使用 

 

冬の必需品、手袋に、リボンやパールビーズ、チュールなどを使ってデコレ

ーションします。 

普通の手袋が、飾りをつけるだけで一気に可愛らしく仕上がります。 

 

オリジナルあったかルームシューズ 

教材費:1500 円 

サイズ：フリーサイズ使用 

 

ルームシューズに、ポンポンやリボン、ボタンなどを貼り付けます。 

冬の足元を温めてくれるルームシューズをより可愛らしく演出するコンテ

ンツは、冬支度のテーマにピッタリです。 

※電源設備が必要です。 

 

オリジナルあったかイヤーマフ 

教材費 1200 円 

サイズ：フリーサイズ使用 

 

耳元を温めるイヤーマフを、リボンやビーズ、マスコットモチーフでデコレ

ーションします。 

女子必携帯、大ブームのイヤーマフを自分好みにカスタマイズするワークシ

ョップは、大人気です。 

 

クリスマスミニツリー 

教材費 1200 円 

サイズ：約 18㎝ 

 

ミニツリーに、グルーガンで自由に飾りを貼り付けます。 

クリスマスの定番インテリア、ツリーを、自分仕様に作るワークショップは、

鉄板のコンテンツです。 

※電源設備が必要です。 
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＊使用している花材は全て生花ではありません。 

 仕入れの状況により材料が変わることがあります。 

 

クリスマスミニスワッグ 

教材費 1000 円 

サイズ：全長約 16 ㎝ 

 

ドライフラワーを、ランダムに重ねるように配置して束ねます。 

飾るという意味のあるスワッグは、フラワーアレンジの新しい形として、流

行に敏感な方からの支持が高いコンテンツです。 

 

アドベントカレンダー 

教材費:1200 円 

サイズ：約 30×40 ㎝ 

 

クリスマスまでの期間に日数を数えるカレンダー。 

袋にお菓子を入れ、テトラ型にし、リボンやビーズをつけて、コルクボード

に貼り、ツリーのように仕立てます。クリスマスまでのカウントダウンが楽

しめる、お子様が喜ぶアイテムです。（お菓子はご用意します。） 

 

クリスマススノードーム 

教材費 1500 円 

サイズ：直径約 9×高さ約 10 ㎝ 

 

台座にマスコットを貼り付け、スノーパウダーと水を入れ、しっかりと栓を

します。 

本体を振ると、キラキラなパウダーがドームの中で揺れ、マスコットが生き

生きと輝きます。 

（マスコットは 2体になります。） 

※水道設備が必要です。 

＊教材費は消費税を含んでおりません。 


