…

キャリアアップ資格取得コース
短期間でスキルアップを目指す

全国の加盟校・通信教育
一般社団法人日本花資格協会

入会金・年会費・更新料無料 試験なし

・フラワーラッピング資格 [全3単位]

・ダイパーケーキコース [全3単位]

・グリーンディスプレイ資格 [全3単位]

・仏花資格

・リボンウォールデコレーション資格 [全3単位]

・テーブルコーディネート資格 [全3単位]

プリザーブドフラワー

[全3単位]

フラワーラッピングコース
フラワーデザインには欠かせないフラワーラッピング。 フラ
ワーラッピングを学ぶ事により、デザインの幅、商品として

フラワーラッピングを学ぶ事により、デザインの幅、
商品としての付加価値、与える感動に大きな差がでてきます。

の付加価値、与える感動に大きな差がでてきます。フラワー
デザイナー、お花屋さん、フラワースクールを開講している
方、ラッピングを必要とするお仕事に携わるお仕事をしてい

リボンワークテクニック 15種類

る方などに必要不可欠の充実カリキュラム構成です。

リボンワークベーシックタイプの結び方
から、美しくバリエーション豊かなリボ
ンデザイン。ボックスを使用して基本の

申込

リボンの結び方、十文字の結び方まで15

アレンジラッピング、発送手
順・梱包、ギフトなど発送の際
等の注意事項

種類学びます。

発送の手順・梱包からネットショップ表

全国の加盟校へ

花束のラッピング方法

記方法まで、ビジネスシーンおいての大

直接お申込み

アーティフィシャルフラワーを使用し、

切な事柄について学びます

入会金・年会費・更新

花束のラッピング方法を学びます。生花

料はかかりません。

にも応用頂けますのでライフスタイルに
役立つ作品です。

資格証発行
レッスン受講後、
資格修了証書を発行
(フレーム付き)

JFLA

加盟校審査

資格発行後は趣味校や加盟校など個人の自宅サロン・教室で
協会の名称やコースの開講を目指せます。
（無料・希望制）

年会費・更新料

②加盟校になる（無料・審査あり）

不要

個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの開講・指導・キット購入が出
來ます。日本花資格協会の加盟校指導者として資格の指導を目指す方は
必須です。年会費や更新料は発生しません。
✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから指導コースの
キットを注文頂けるので必要な時だけ必要
な分を確保頂けます。指導の不安点は専門
指導者よりサポートを受けられます。
年会費・更新料

①趣味校になる（無料・審査あり）

不要

✔最新のデザインが指導出来る！
自分でデザインが考えるのが苦手な方、
お忙しい方も安心！JFLAが最新のデザイ

（一社）日本花資格協会趣味校として個人で名刺・HP・

ン・技術を発信しておりますので余計な費

SNSで名称を使用できます。

用0で常にトレンドデザインを指導頂けま

年会費や更新料は発生しません。

す。キット料金お値引き企画などにも参加
いただけます。

グリーンディスプレイコース
朝一番に市場に仕入れた新鮮なお花とグリーンを使用する
朝一番に市場に仕入れた新鮮な季節に合わせたグリーン達を
使用するグリーンディスプレイ資格取得コース。全3回のレッ

ライフスタイルに馴染む資格取得コース

スンで グリーンのリーフテクニック、アレンジメント方法を
学べますので少ない単位数で趣味の範囲で本格のアレンジメ
ントが 学びたい方に人気のコースです。

透明のガラス花器を使用した
アレンジメント

申込

透明のガラス花器にグリーンと花々でアレ

リースアレンジメント

ンジしていくレッスンではガラス花器を美

人気のリースにキャンドルを合わ

しくバランスの良い作品に仕上げるテク

せたリースアレンジメント。バラン

ニックを学びます。

ス良くリースの形に仕上げる方法
から基本のお花の挿し方を学びま

全国の加盟校へ
直接お申込み

ボックスアレンジメント

す。 テーブルコーディネートや料

入会金・年会費・更新

細かなリーフテクニックを学び、美しい

理の香りの邪魔をしないグリーン

料はかかりません。

作品に仕上げるボックスアレンジメント。

リースはライフスタイルに役立つ

新鮮なグリーンリーフを細かく丁寧にワイ

作品です。

ヤリングし、花材とバランスよく組み合
わせるテクニックを学びます。

資格証発行
レッスン受講後、
資格証を発行
(フレーム付き)

JFLA

加盟校審査

資格発行後は趣味校や加盟校など個人の自宅サロン・教室で
協会の名称やコースの開講を目指せます。
（無料・希望制）

年会費・更新料

②加盟校になる（無料・審査あり）

不要

個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの開講・指導・キット購入が出
來ます。日本花資格協会の加盟校指導者として資格の指導を目指す方は
必須です。年会費や更新料は発生しません。
✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから指導コースの
キットを注文頂けるので必要な時だけ必要
な分を確保頂けます。指導の不安点は専門
指導者よりサポートを受けられます。
年会費・更新料

①趣味校になる（無料・審査あり）

不要

✔最新のデザインが指導出来る！
自分でデザインが考えるのが苦手な方、
お忙しい方も安心！JFLAが最新のデザイ

（一社）日本花資格協会趣味校として個人で名刺・HP・

ン・技術を発信しておりますので余計な費

SNSで名称を使用できます。

用0で常にトレンドデザインを指導頂けま

年会費や更新料は発生しません。

す。キット料金お値引き企画などにも参加
いただけます。

リボンウォールデコレーションコース
フラワーアレンジメント、ギフトにはかかせないリボン。

レッスンでは木馬リボンを中心に使用。
3種類のリボンボードを製作します。

デザインの幅、テクニックを増やすにはリボンワークは必要
不可欠です。リボンの種類、素材、色合わせ、結び方次第で
その物の印象は変わります。完成された3種類のリボンフ
レームは、そのままギフト、お部屋に飾るだけで暮らしを
センスアップすることができます。

申込
全国の加盟校へ
直接お申込み
入会金・年会費・更新
料はかかりません。

資格証発行
レッスン受講後、
資格証を発行
(フレーム付き)

6種類のリボンワークを学びます。 10種類のリボンワークを学びます。12種類のリボンワークを学びます。

JFLA

加盟校審査

資格発行後は趣味校や加盟校など個人の自宅サロン・教室で
協会の名称やコースの開講を目指せます。
（無料・希望制）

年会費・更新料

②加盟校になる（無料・審査あり）

不要

個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの開講・指導・キット購入が出
來ます。日本花資格協会の加盟校指導者として資格の指導を目指す方は
必須です。年会費や更新料は発生しません。
✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから指導コースの
キットを注文頂けるので必要な時だけ必要
な分を確保頂けます。指導の不安点は専門
年会費・更新料

①趣味校になる（無料・審査あり）

不要

（一社）日本花資格協会趣味校として個人で名刺・HP・
SNSで名称を使用できます。
年会費や更新料は発生しません。

指導者よりサポートを受けられます。
✔最新のデザインが指導出来る！
自分でデザインが考えるのが苦手な方、
お忙しい方も安心！JFLAが最新のデザイ
ン・技術を発信しておりますので余計な費
用0で常にトレンドデザインを指導頂けま
す。キット料金お値引き企画などにも参加
いただけます。

ダイパーケーキコース

出産祝いから安産へのお願い、1歳のバースデーなど

ダイパーケーキ(おむつケーキ)コースでは箱にリボン
や布を貼り付ける方法から可愛らしい作品に仕上げる
テクニックを学びます。レッスンでは日本製にこだ
わった上質なおむつを使用いたします。

様々なシーンで人気のダイパーケーキを3種類制作します。

ダイパーケーキ(おむつケーキ)コースでは箱にリボンや布を貼
り付ける方法から可愛らしい作品に仕上げるテクニックを学び
ます。出産祝いから安産へのお願い、1歳のバースデーなど

申込

様々なシーンで人気のダイパーケーキ。アメリカでは”ダイパ
ケーキ”と呼ばれますが、日本では”おむつケーキ”と呼ばれる

全国の加盟校へ

のが一般的です。話題の”ベビーシャワーパーティー”にも使用

直接お申込み

頻度の高いダイパーケーキはママさん達に大人気。レッスンで

入会金・年会費・更新

は日本製にこだわった上質なおむつを使用いたします。

料はかかりません。

※ケーキは食べられません。ボックスやアイアンにおむつをつめているフェ
イクケーキとなります。ピックデザインは季節により異なります。

資格証発行
レッスン受講後、
資格証を発行
(フレーム付き)

JFLA

加盟校審査

資格発行後は趣味校や加盟校など個人の自宅サロン・教室で
協会の名称やコースの開講を目指せます。
（無料・希望制）

年会費・更新料

②加盟校になる（無料・審査あり）

不要

個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの開講・指導・キット購入が出
來ます。日本花資格協会の加盟校指導者として資格の指導を目指す方は
必須です。年会費や更新料は発生しません。
✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから指導コースの
キットを注文頂けるので必要な時だけ必要
な分を確保頂けます。指導の不安点は専門
年会費・更新料

①趣味校になる（無料・審査あり）

不要

（一社）日本花資格協会趣味校として個人で名刺・HP・
SNSで名称を使用できます。
年会費や更新料は発生しません。

指導者よりサポートを受けられます。
✔最新のデザインが指導出来る！
自分でデザインが考えるのが苦手な方、
お忙しい方も安心！JFLAが最新のデザイ
ン・技術を発信しておりますので余計な費
用0で常にトレンドデザインを指導頂けま
す。キット料金お値引き企画などにも参加
いただけます。

仏花コース
仏花コースでは、《手元供養》の仏花アレンジメントをご
受講頂けます。お花は全てプリザーブドフラワーでのご用

仏壇用・お供え花・販売に最適な
仏花アレンジメントを3種類制作します。

意となります。手元供養とは故人へ「いつも身近にいて見
守ってほしい」との思いから アレンジメントなどをお部屋
飾って故人へ祈りをささげる供養です。

仏花コースでは、3種類の仏壇用・お供え花に最適な仏花アレ
ンジメントを学びます。全て木箱入りとなっておりますので長
期間保存できる のも嬉しいポイント。 生花を特殊加工し、長

申込

期間保存出来るように製造された高級感あふれ るプリザーブ
ドフラワーをたっぷりと使用。お部屋に飾る際や贈り物に も
全国の加盟校へ

最適なサイズ感となりますので、毎日お水を取り替える必要が

直接お申込み

なく、 生花のような美しさを長期間楽しめます。人だけでなは

入会金・年会費・更新

く、わんちゃんやねこちゃんにもご使用頂けます。

料はかかりません。

資格証発行
レッスン受講後、
資格証を発行
(フレーム付き)

JFLA

加盟校審査

資格発行後は趣味校や加盟校など個人の自宅サロン・教室で
協会の名称やコースの開講を目指せます。
（無料・希望制）

年会費・更新料

②加盟校になる（無料・審査あり）

不要

個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの開講・指導・キット購入が出
來ます。日本花資格協会の加盟校指導者として資格の指導を目指す方は
必須です。年会費や更新料は発生しません。
✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから指導コースの
キットを注文頂けるので必要な時だけ必要
な分を確保頂けます。指導の不安点は専門
年会費・更新料

①趣味校になる（無料・審査あり）

不要

（一社）日本花資格協会趣味校として個人で名刺・HP・
SNSで名称を使用できます。
年会費や更新料は発生しません。

指導者よりサポートを受けられます。
✔最新のデザインが指導出来る！
自分でデザインが考えるのが苦手な方、
お忙しい方も安心！JFLAが最新のデザイ
ン・技術を発信しておりますので余計な費
用0で常にトレンドデザインを指導頂けま
す。キット料金お値引き企画などにも参加
いただけます。

テーブルコーディネートコース
ビジネスと日常、どちらの場においてもテーブルマナーは一

テーブルコーディネートの歴史、テーブルコーディネート、
テーブルフラワーアレンジメントレッスンまで幅広く学びます。

生役に立つものであり相手に対する尊敬の表れです。意外と
忘れがちなテーブルマナーはちょっとしたお食事シーンから
ハイクラスレストランまで幅広く活用出来るスキルを学びま センターピースの花・５つの原則
アレンジメント実技
す。
お花やキャンドル、小さな置物など、
テーブルの中心にディスプレイする際に
お客様がどうしたらお食事を楽しめるの
か。基本のセンターピースの5つの原則を
学びます。
※アレンジメントの実技付き

申込

おもてなしの１０ケ条では料理をより美
味しく、そして家族や友人と楽しい時間
を過ごすための工夫・演出を学びます。
※アレンジメントの実技付き

食文化の歴史 イギリス式とフランス
式テーブルセッティングルールテーブ
ルコーディネートの基本

ナプキンの

センスアップ

全国の加盟校へ
直接お申込み
入会金・年会費・更新

おもてなし１０ケ条・テーブルセッ

食文化の歴史からフランス式標準的スタイル、

ティングアレンジメント実技

イギリス式標準的スタイルのテーブルブ
ルセッティングを学びます。各特長を捉

食空間の演出、食卓の演出、おもてなし
の舞台で清潔に美しく五感に響くテーブ
ルコーディネート方法や基本のポイン
ト、テーブルスタイリングのポイントを
学びます。

料はかかりません。

えることで理解を深めます。
ナプキンのマナーやフルコースの順番、
食事中の注意、退席の仕方まで学びます
ので外食の際にご不安だった点を解消し
ます。

資格証発行
レッスン受講後、
資格証を発行
(フレーム付き)

JFLA

加盟校審査

資格発行後は趣味校や加盟校など個人の自宅サロン・教室で
協会の名称やコースの開講を目指せます。
（無料・希望制）

年会費・更新料

②加盟校になる（無料・審査あり）

不要

個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの開講・指導・キット購入が出
來ます。日本花資格協会の加盟校指導者として資格の指導を目指す方は
必須です。年会費や更新料は発生しません。
✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから指導コースの
キットを注文頂けるので必要な時だけ必要
な分を確保頂けます。指導の不安点は専門
年会費・更新料

①趣味校になる（無料・審査あり）

不要

（一社）日本花資格協会趣味校として個人で名刺・HP・
SNSで名称を使用できます。
年会費や更新料は発生しません。

指導者よりサポートを受けられます。
✔最新のデザインが指導出来る！
自分でデザインが考えるのが苦手な方、
お忙しい方も安心！JFLAが最新のデザイ
ン・技術を発信しておりますので余計な費
用0で常にトレンドデザインを指導頂けま
す。キット料金お値引き企画などにも参加
いただけます。

料金表
Price List

フラワーラッピング資格
全3単位

試験なし

入会金・年会費・更新料無料

ダイパーケーキ
レッスン料
花材・資材費
資格修了書

グリーンディスプレイ資格
試験なし

入会金・年会費・更新料無料

花材・資材費
資格修了書

レッスン料
花材・資材費
資格修了書

全3単位

プリザーブドフラワー

試験なし

入会金・年会費・更新料無料

レッスン料
花材・資材費
資格修了書

45,000円（税込）

リボンウォールデコレーション資格

テーブルコーディネート資格
レッスン料
リボン・資材費

入会金・年会費・更新料無料

入会金・年会費・更新料無料

仏花資格
レッスン料

45,000円（税込）

全3単位 試験なし

試験なし

45,000円（税込）

45,000円（税込）

全3単位

全3単位

資格修了書

45,000円（税別）

全3単位

試験なし

入会金・年会費・更新料無料

レッスン料
花材・資材費
資格修了書

45,000円（税込）

＊＊ 注意事項 ＊＊
※お支払いが完了した時点で利用規約に同意した事となります。必ず利用規約をご確認の上、お申込みください。
※資格修了書はレッスン受講後1ヶ月以内にお渡しとなります。
※指導希望の方は合格後に加盟校審査が必須です。加盟校審査を希望される場合は、別途以下の費用が発生致しま
す。フラワーラッピング資格・リボンウォールデコレーション資格は別途加盟校試験代10,000円（税別）、その他
資格は登録費10,000円（税別）となります。
※各コースの画像はイメージです。イメージに近づけるように致しますが、仕入れの状況により花材・資材は変更
になる場合がござます。ご了承の上、お申込みください。
※リボンウォールデコレーション資格取得コースのリボンは仕入れの状況により変更になる場合がございます
※仏花資格取得コースの花材・資材は仕入れの状況や季節・気候の状況により花材や資材や変更になる場合がおざ
います。
※ダイパーケーキ資格取得コースはケーキは食べられません。ボックスやアイアンにおむつをつめているフェイク
ケーキとなります。ピックデザインは季節により異なります。
※テーブルコーディネート資格取得コースのフラワーアレンジメントで使用する花材は季節により異なります。
※グリーンディスプレイ資格取得コースで使用する花材は季節や仕入れの状況により異なります。 花材に合わせて
器やボックスも異なります。 気温の関係上、レッスンを開催しない場合がございます。
※その他不明点はお問い合わせください。

