
シャビー＆ナチュラル 認定校 レッスンガイド



（全10回）

で制作するフラワーアレンジメントの

基礎的な技術と美的感覚や感性を身につけます。



ナチュラルアレンジ ＋ お揃いリース （2回分）

＜ポイント＞
リースとアレンジメントがしっかりとお揃いということがわかるように
作らせること。



ミニブーケ

＜ポイント＞
ワイヤリングのブーケの製作法とリボンのステム巻き上げをしっかりマスター
させる。キャスケードブーケやコサージュなども同じ手法であることを説明。
メインのお花を１３～１４ｃｍ程度とし、上に２ｃｍ下に１ｃｍ程度の上下差をつけ、
ブーケであっても、景色が見えるように制作する。ステムは７ｃｍ。



かごバッグアレンジ

＜ポイント＞
フローラルフォームを3分の一使用。 片側に隙間なくセットさせる。
ボンド・麻ひもを使ってフォームを固定する。ミニブーケをかごに
乗せたというような感覚で作り上げる。



キャンドルリース

＜ポイント＞
フローラルフォームと布を使用して自分で花器に装着できることを伝える。
リースのときは細かくワイヤリングが必要なこと、色や素材のバランスを教える。



キッチンアレンジ ＋ ナプキンリング

＜ポイント＞
ワイヤーかごにクロスなどを使用することによって、キッチンにおける花器に
なることや、お揃いのナプキンリングが作れることを教える。



ボールブーケ

＜ポイント＞
単純に花を挿していくだけではなく、しっかりと見せ場を作りながら、
ボールの形にしあげていくことを教える。ボールの直径は１５ｃｍ前後



ラベンダーアレンジ

＜ポイント＞
前面はお花畑、
後方はラベン
ダーが群生し
ている風景。

一つの作品の
中に２つの景色
が見えるように
作らせる。
ラベンダーが
流れるように
制作する。



ボタニカルな玉手箱

＜ポイント＞
森に置き忘れられたブリキ缶。そこに植物が入り込んで、1つの世界を作ったという物語を
持った「ボタニカルの玉手箱」 そんな物語と世界観を表現するのに、植生を考えながら
玉手箱のように凝縮した部分と解放した部分の景色を表現させる。



シックアレンジ

＜ポイント＞
可愛い雰囲気のものだけではなく、シックにまとめていくことを教える。
シックという分野のテイスト、どんなお花を使うとどんな雰囲気になるのか
まで教えていきたい。四方見に作らせる。丸く甘い感じにならないこと。



ブラッシュアップアレンジ（ナチュラル／シーズナル）

＜ポイント＞
生徒さんの好みや、希望、傾向を見ながら次につながるようなものを
すすめていく。ボタニカルなものをまだ制作していないようならトライさせる。



＜ポイント＞
シーズンやイベントにちなんだデザインや、シャビー＆ナチュラルの
シーズナル・レッスン課題

ブラッシュアップアレンジ（ナチュラル／シーズナル）



（全12回）

のお伝えするフラワーアレンジメントの世界：

ナチュラルで生き生きとした季節感や世界観。

それを表現できるフラワーデザイナーとして、
またプロのフローリストとして活躍できる、

高度で確実な技術と美的感覚・感性を修得します。



鳥かごアレンジ

＜ポイント＞
プロコース最初に
持ってくると
スムーズにコース
に移れる課題。

鳥かごという世
界観がしっかりわ
かるように
制作する。
つめこむのでは
なく、景色を作る
こと、空間を意識
することを伝え
る。



ガーデニングスタイルアレンジメント

＜ポイント＞
近くの花壇からこぼれて飛んできた種が芽を出してきれいな一画を作った。という

ストーリー性を大事に制作させる。 蛇口の下の部分の空間を意識させる。



シャビーシックなお花のリース（大）

＜ポイント＞
お花や素材、配置、色のグラデーション、バランス 等、トータルに考えていかないと

きれいに作れないことを説明。正面だけではなく側面から見ても美しく作る。



ハイグラスアレンジメント

＜ポイント＞
決してラウンド型には作らせないこと。
花材の雰囲気を考えながら、ゴージャスに優雅な作品になるよう
に、かつ花材が生き生きと見えるように作らせる。



テーブルアレンジメント（大）

＜ポイント＞ 少し華やかなテーブルを一つのアレンジで演出できるように、
横長の花器を利用して、横に長いアレンジを作る。（四方見を意識）
きれいな芋虫にしないこと！



花かご（大）アレンジメント

＜ポイント＞ ふんわりと花材に空気感を持たせながら、制作
することを教える。
あたかも野原から今摘んできた。というような
ストーリー性と、それにあった高低差や空気感を考えて、しっか
りと花材が生き生きと見えるように制作させる。



黒板ウェルカムボード

＜ポイント＞ 様々なシチュエーションで使うウェルカムボード。
それぞれのシチュエーションや季節などにマッチし、かつ一瞬で歓迎の意が伝わる
ような躍動感あふれる装飾、個性を感じさせる装飾を考えさせる。



花冠

＜ポイント＞
ぎちぎちに作ってしまうと子供の作った王冠のようになってしまうので、お花と
お花との距離を考えて組ませること。
つなぎ目の部分から作り始めることに注意。
細いワイヤーを２ｍ程度一緒に組んでいく。



ラウンドブーケ

＜ポイント＞
単純に作ってしまうと単調になりがちなラウンドブーケなので、それぞれの
花材に役割をもたせ、それにあった高低差や空気感を考えて、しっかりと花
材が生き生きと見えるように組ませる。



クラッチブーケ

＜ポイント＞
この課題のときにスパイラルに
花を組んでいくことを教える。
茎のつなぎ目が見えないように考えてつなぐこと、ボタニカルなブーケは難易度
が高いので、時間に余裕をもって組ませるのがよい。



キャスケードブーケ ＋ ブートニア

＜ポイント＞ ブーケの長さや使う素材に注意。 下からデザインを考えながら
組んでいくこと。 身長によって大きさを考慮した方がよいことを伝える。
ブートニアの花材の分を考えて花材を残して使うこと。



バリのリゾートアレンジ

＜ポイント＞ バリの高級リゾートのロビーやバーのサイドテーブルに
おかれるような、南国ムードがあり、高級感のあるアレンジを制作する。



ブラッシュアップコース（クリエイティブブーケコース）

＜ポイント＞ シャビー＆ナチュラルにおける独自の技法・メソッドを修得し、
他にはないクリエイティブなブーケを作成できるような技術を見につける



ブラッシュアップアレンジメント（アーティスティック／シーズナル）

＜ポイント＞ 様々なブラッシュアップの作品を通し、
季節感や方向性を表現する素材の使い方を覚え、
お洒落感を表現していくことが大事であることなどを伝える。



ブラッシュアップアレンジメント（アーティスティック／シーズナル）

＜ポイント＞ 様々なブラッシュアップの作品を通し、
季節感や方向性を表現する素材の使い方を覚え、
お洒落感を表現していくことが大事であることなどを伝える。



ブラッシュアップアレンジメント（アーティスティック／シーズナル）

＜ポイント＞ 様々なブラッシュアップの作品を通し、
季節感や方向性を表現する素材の使い方を覚え、
お洒落感を表現していくことが大事であることなどを伝える。



メモリアルアレンジメント（ブラッシュアップアレンジ）

＜ポイント＞

どんなシチュ
エーションでも
間違いのない
花材選びが重
要であること
を説明。

シンプルである
けれど、豪華で
TPOにあわせ
やすい作品の
作り方を教える。



１．シャビー＆ナチュラル認定校は、ベーシックコース・プロフェッショナルコースの全ての作品を
教えることができます。

その他、今後シャビー＆ナチュラルが提供するコース・レッスンを受講することによって、
そのコース・レッスンを教えることができます。

コース内容・運営の仕組みは、認定校の皆さまが運営上のリスクを取ることなく、最先端のデザインや
花材・資材を使用してレッスンが行えるように考慮されています。 （添付資料参照）

２．SNSを利用した、デザインアルバムを介し、生徒さんと作品イメージを共有することができます。
デザインは都度アップデートしていきますので、最新のデザインをいつでも見ることができます。

３．開催告知・集客支援
HPにおいて、紹介ページ（各教室へリンクさせる）を作成します。

インスタグラム等にて作品の掲載などの他、適宜、集客支援を行います。

４．認定校としての技術向上、デザイン性向上を目指せるように、認定フローラルデザイナー限定の
ブラッシュアップ・レッスンを開催します。また、最新デザイン・資材を利用したレッスン、
シーズナル・レッスン等、 、みなさまが、差別化されたプレミアム感のあるレッスンを行えるよう、
技術支援、デザイン提供をしていきます。

5. 認定校の先生専用の情報交換ルームを使用し、認定校のみなさんヘの情報提供、
並びに情報交換をスムーズにできるようにしています。

認定校特典



６．認定校の生徒さまが体験レッスン後、続けてレッスンをを受講される場合、入会金をいただいて
下さい。 入会金のうち、60％を認定校がお受け取りください。
40%を本部にお支払いください。（入会金：5500（税込） 3300＝＞認定校 2200＝＞本校 ）
生徒様には、入会登録をしていただいてください。

７．作品制作資材は、キットをご提供します。
購入サイト＝＞http://shabbynaturel.shop-pro.jp/
（資材確保のため、キットはできるだけ早めにご依頼ください。
10日以上前が理想的です。）

８．認定校にて、シャビー＆ナチュラル ベーシックコースを修了され、認定校
あるいは本校にてプロフェッショナルコースを修了、本校での認定試験に合格された方へは、
本校にてディプロマを発行します。その後、本校にて認定校レッスンを受講された方は、
シャビー＆ナチュラルの認定校として活動することができます。
修了生を出された認定校さまには、奨励金を支払います。

（費用） （認定校奨励金）
ー 認定試験 ：33000 奨励金：10000
ー ディプロマ発行 ：33000 奨励金：15000 (＊ディプロマ製作費は本部負担します）
ー 認定校レッスン ：33000 奨励金：10000

９．自分の生徒さんが認定校になられた場合、その方が認定校として1年活動されるごとに5000円、
ご自身と生徒さんが認定校をされていらっしゃる間、継続的に支払われます。

１０．本校・認定校そろってのキャンペーンや販促計画などについて、
適宜、戦略MTGを持ち、集客や売り上げアップのための施策を図ります。

認定校特典

http://shabbynaturel.shop-pro.jp/


1. Shabby & Naturelでお伝えした技術、デザイン等を利用されて、
販売・レッスンを行う際は、認定校会費が必要です。

2. 月会費 2700/月（税込）（30000/年（税込）年間割引後）
(＊2021年4月より、

月払い： 2850/月 カード自動引き落としに変更
年払い： 4月から翌年3月までの分について、支払い済みの分を引きご請求）

注：一旦お支払いいただいた会費は、ご返金できませんのでご注意ください。

3. キット購入費 購入サイト＝＞http://shabbynaturel.shop-pro.jp/
ベーシックコース作品
プロフェッショナルコース作品
ブラッシュアップ作品については、適宜サイト参照のこと。
送料：キット購入サイトより選択 期間外の時は、着払いとする

4. 認定校生徒さまがShabby & Naturelのコースを受講される場合、
入会金をいただいてください。
入会金のうち、60%を認定校がお受け取りください。
４０％を本部にお支払いください
（入会金：5500（税込） 3300＝＞認定校 2200＝＞本校 ）

5. キットおよび会費生徒様の入会金等はサイトを通じて購入ください。
サイト購入・ご入金により、正式発注となります。

認定校費用

http://shabbynaturel.shop-pro.jp/


シャビー＆ナチュラルの基本的な理念に関して：

シャビー＆ナチュラルは、認知度が高く、また皆にあこがれられる様なブランドになることを目指しています。
また、単にお花の教室というだけではなく、「みんながここにいることに誇りと満足感を持てる場所」であることに尽力していき
たいと思っています。

シャビー＆ナチュラルでフラワーデザインを習われた方は、
「自分が思い描いたお花のデザインがそのまま形にできるようになり、可愛くてお気に入りのお庭や自然の風景そのままのナチュ
ラルな空間や景色を自分の手で作れるようになる。」
それができることは、お花というだれもがどんな時でも癒される素晴らしいモチーフを使用しながら、人生そのものを
生きがいと喜びに満ちたものに変えていける力を持っていくということだと考えます。
そして、本校認定校問わず、講師はそのための技術と方法を伝えていける人間である。と考えています。

現在、認定校の先生は、世の中のお洒落感を一歩リードしたデザイン、本校や認定校で作られた
さまざまな作品のデザインを利用できる。という特権を使用することができます。
また注目度のある中で、それぞれの活躍を心から賞賛し、お互いに切磋琢磨していくエネルギーに変えていけるという素晴らしい
流れを持っています。
ただしこれは、決して甘いものではないお花の世界で、シャビー＆ナチュラルを取り巻く皆さんが、試練や葛藤や、様々な事象を、
高い意識で分かち合ったうえで「心技体」の美しさを目指し、理解し、保っていく集団であり、そして、本当の極上の精神的充足
をめざしていく人間の集まり。であるからこそなせる業です。

ですから、現在のこの流れを維持・堅持するには、みなさん自身がその流れを維持しようという気持ちが一番大事です。
規約の順守や、さまざまな事象に対する良識的な判断、ご自身の技術の研鑽を怠らない。等、常に高い意識を保って活躍していた
だきたいと考えています。
規約を守られない方や、他の認定校・生徒さまに明らかな悪影響があると認められた方は、退会をしていただくことがありますこ
とを、ご了承ください。

本部としても、みなさまがいつでも、いつまでも、生き生きと誇りと充実感を持ってお教室の運営をしていただけるよう、
今後も、最善のサポートを考え提供して参りたいと考えています。

認定校規約



1. シャビー認定校資格要件について
本規約はシャビー＆ナチュラルがみなさまのフローリストとしての基盤を安定的良質的に提供するために規定するものになります。
認定校会費をお支払いいただいたことで認定校としての資格を得。また本規約に同意いただいたこととみなします。
シャビー＆ナチュラルでは、他にはない高い技術力と、お花を通してシャビー＆ナチュラルの世界観や様々なシーンを表現できるデザイン力をお伝えして
います。そして、認定校の先生の皆さまとともに、切磋琢磨しブランドイメージを作り上げていくことを、大切にしています。そのため、アーティフィ
シャルフラワーのレッスンを提供する場合は、全てシャビー＆ナチュラルの方針にのっとり、基本理念と高い意識を共有していただける方のみを認定校と
して登録させていただいています。それが、先生の価値を守り、シャビー＆ナチュラルのブランド力を高めることにより、みなさまのお教室運営力の向上
にもつながります。

2. レッスンに関して
シャビー＆ナチュラルでは会員制となっており、体験レッスン後続けてレッスンに通いたい方は、ご入会いただき、ベーシックコースの作品から履修して
いただくことになっています。
＜すでにお花のお仕事をされている方の受講要件について＞
－シャビー＆ナチュラルの規約をご理解いただいた上でご受講いただくこと
－認定校資格取得を前提としていることこちらの要件について、ご受講いただく際には必ずご確認ください。
それが、先生の価値を守り、シャビー＆ナチュラルのブランド力を高めること、またシャビー＆ナチュラルのレッスンでお伝えするデザイン・技術やテク
ニック・考え方などの本校および認定校のみなさまの重要な「資産」を守ることにつながります。

3. シャビー＆ナチュラルでは基本的に１Dayレッスンを推奨しておりません。
ー １Dayで教えられるような技術ではないこと
ー 技術の流出を防ぐこと
ー クォリティレベルの低い類似作品が出回ることを避けること
ー ひとつひとつの課題に、習得すべき技術や考え方が明確に含まれており、それを理解いただくことが、

講師と生徒との間に大きな信頼関係を成り立つように作られていること
ー マーケティング的な考え方においては１Dayレッスンはフロントエンド的なものであること。
ー また、ご入会いただき、コースを取られないと得られない技術であることによるプレミアム感を持たせること
ー また、続けて通っていただくことを促すことが、結果としてみなさまの教室運営にプラスになることが

マーケティング的に立証されているからです。

ただし、すでにご自身のお教室に通われていらっしゃる生徒さんのちょっとしたご要望に応えるようなレッスンで、
またお教室の運営上、好ましいと判断されたものに関してはこの限りではありません。
ご自身でレッスンの花材・資材を調達しても結構ですし、シャビー＆ナチュラルのショップにも、
季節的な１Dayイベントに使えるようなキットもご用意してご案内します。
この場合は、１Dayイベントとして明確な位置づけをし、シャビー&ナチュラルの技術や考え方を教えることはNGとします。
時間的にも2時間程度を推奨します。

4. 販売に関して：
特に規則を設けてはいませんが、お伝えする作品・課題にはテクニックや考え方や制作手順などがすべて含まれています。ですので、安く売られることだ
けは避けていただきたいです。
シャビー＆ナチュラルをとりまくすべての方が気持ちよくお花のお仕事ができるように、ご自身が作られたものであっても、同様のレッスン課題の値段に、
先生が作られるという付加価値をつけて販売していただきたい。と思います。それが、先生としての価値を守ることにもなり、シャビー＆ナチュラルのブ
ランドイメージを保つことにもつながります。

認定校規約



5. レッスン作品の公開に関して：

シャビー＆ナチュラルのレッスンで作成された作品に関しては、どのような形で公開されても結構ですが、

その際、必ずシャビー＆ナチュラルのレッスン で制作されたことを明記してください。
また、ご自身の生徒さんが公開される場合でも、先生の教室名（あるいはシャビー＆ナチュラルのレッスンであること）

を明記するようご指導ください。
それが、先生の価値を守り、シャビー＆ナチュラルのデザインや技術の流出を守ることにもつながります。

6. シャビー＆ナチュラルの写真について
シャビー＆ナチュラルのブログ・HP・インスタグラムで公開された写真、または本部や認定校の先生から

提供された写真に関してはどのような形で公開されても結構ですが、その際も必ず写真の出典を明記されてください。
また、ご自身の生徒さんが公開される場合も、同様にご指導ください。

7. 技術や考え方や制作手順などの情報漏えいの禁止について
シャビー＆ナチュラルのレッスンでお伝えする、デザイン、技術やテクニック、制作時の考え方、制作手順、

花材や資材等の情報はすべて、本校および認定校のみなさまの重要な「資産」です。

生徒さま以外に安易にお伝えするようなことが無いよう、ご留意ください。
また、SNSやブログ等に、制作方法を載せたり、制作過程の写真を載せることなども情報漏えいとなりますので、ご注意ください。

特にSNSで質問されたりすると返答に困ることがあると思いますが、そのような場合は速やかに情報交換ルームにて

対応を相談してください。

8. 規約違反等について：
前述までの規約について守られない方、シャビー＆ナチュラル基本理念にご賛同いただけない方、
他の認定校・生徒さまに悪影響があると認められた方に対しては、認定校の登録を解除させていただきます。

認定校登録の解除が確定した場合、解除された方は、本部に対して未処理役務の提供を請求していただくことは出来ません。

また、認定校登録までにかかった受講料・認定校登録費用等についての返金も致しません。

認定校規約



9. お教室に通う生徒様の転校について：
１）基本的に転校はその方ひとりに対し、1回までとする。（移転等で住所の変更等が伴う場合は適宜相談することとする。）

２）体験レッスンをしたのち、他のお教室も体験してどちらかを決めたいという場合は、それを可能とするが、
体験レッスンを2回取ることはできないこととする。

体験の次のレッスンでは、ご入会いただき、ベーシックコースのひとつをとっていただく。

入会金は、最初に体験レッスンをした先生にお支払いする。

（次に他の教室で体験することを決めていらっしゃる場合は、最初のお教室で入会金をもらってください。）

３）コースレッスンが始まってからの転校も可能とはするが、その方ひとりに対し1回まで。（体験で転校した場合は不可）

かつ手続き等事務処理手数料として、違約金がかかることをご説明ください。（そのための体験レッスンでもあるので。）

（違約金：1万円（本校あて支払う） （このうち3000円＝＞元のお教室 3000円＝＞新規に通うお教室に戻します。））

（＊＊プロコースから、本校で。という場合は除く。あくまでも本人都合の転校を想定しています）

４）転校したい場合は、本人から本校あてお問い合わせフォームより連絡をしてもらってください。

＝＞ https://ssl.form-mailer.jp/fms/1198c3cc352442

10.シャビー＆ナチュラルを退会された場合について：
前述のとおり、シャビー＆ナチュラルのレッスンでお伝えする、デザイン、技術やテクニック、制作時の考え方や方法論、

制作手順、花材や資材等の情報はすべて、本校および認定校のみなさまの重要な「資産」です。

シャビー＆ナチュラルを退会された場合は、これらを用いてのレッスン・販売、画像使用等は禁止させていただきます。

無断で流用されたことが発覚した場合は、著作権侵害等で法的に訴える場合があります。

＊退会の扱いについて：

ご本人から退会される場合は、退会される日より、2か月前に書面にてご連絡いただきます。

また、所定の会費を本部よりの催促後10日経ってなおお支払いいただけない場合、自動的に退会とみなさせていただきます。

11.現規約に無い事案について、解決が必要な事象が起こった場合は、適宜改訂を
加えてまいります。
その場合、認定校のみなさまには、先んじてお知らせいたします。
その際、規約の改定事項についてご了承いただけない場合、認定校登録の更新をお断りすることもありますので、ご了承ください。

また、契約更新料をお支払いいただいた場合は、自動的に改訂された規約に同意したものをみなさせていただきます

認定校規約
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のお伝えする

ナチュラルで生き生きとした季節感や世界観があり、
お洒落でだれでもほしくなるようなフラワーアレンジメント。

それを一緒に全国の方へ伝えていっていただきたいと
思っています。

みなさまとこれから一緒にさまざまに楽しんで活動できますこと、
心から楽しみにしています。

ぜひ一緒に頑張ってまいりましょう♪


