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１．約款 

北欧ブライダルフラワー ディプロマ取得短期集中コース 

 

梨乃花 FIND について 

北欧フラワーデザイン協会 FIND フラワースクール LINOKA Kukka（以下 FIND）では、フラワースク

ールのシステムと FIND 会員および支部教室の開校について下記のように定めます。 

 

 

 

 

 趣味のコース 

 ディプロマ取得通常コース 

 

 

 

 

 ディプロマ取得通常コース 

 ディプロマ取得短期集中コース 

 

 

 

 

 ディプロマ取得短期集中コース 

 

 

 

 

 

《開校資格》 

① 北欧フレッシュフラワー ディプロマ取得コースのプロフェッショナルを修了している講師認

定証所有者。 

② 北欧インテリアフラワー ディプロマ取得通常コース及び短期集中コースで、ビギナー＆ミド

ルを就労している准講師以上の認定証所有者。 

③ 北欧ブライダルフラワー ディプロマ取得短期集中コースで、ビギナー＆ミドルを修了している

准講師以上の認定証所有者。 

 

 

 

I. 北欧フレッシュフラワー 

II. 北欧インテリアフラワー 

III. 北欧ブライダルフラワー 

FIND認定支部教室開校について 
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【特典】 

 

FIND ディプロマ（北欧フラワーデザイン協会 FIND 講師認定証）を所得された方は、北欧フラワーデザ

イン協会 FIND 認定支部教室を開校することができます。開校後は北欧フラワーデザイン協会 FIND 認定

教室として当校ホームページに掲載され、下記をはじめとする教室運営のための様々なバックアップが受

けられます。 

 

 北欧フラワーデザイン協会 FIND の名称の使用を許可します。 

 ディプロマを授与し、ネームプレートを発行します。 

 北欧インテリアフラワー認定支部教室には FIND 本部よりレッスン花材キットとテキストをセットで

希望指定日に希望人数分を代引き交換にて配送いたします。これにより、花の仕入れ時間や花のロス

がなくスムーズに教室を運営することができます。 

 梨乃花提携店にて、花・資材等を優待価格で購入することができます。 

 必要に応じ、レッスン内容のアドバイスなどのサポートを梨乃花スタッフが無料で対応いたします。 

 フィンランドフラワースタディツアー等の特別割引優待制度があります。 

 FIND 主催による、ヨーロッパ著名フラワーデザイナーのデモンストレーションや講習会参加の際に

特典があります。 

 

 

 

 

 梨乃花本部より発送する花資材は、生徒人数プラス講師見本分のみとなります。 

※横流し及び自己保留等の行為は厳禁とします。そのような行為が発覚した場合は厳重注意の上、法的手段を講じる場合があります。 

 FIND 会員を退会された場合は、「梨乃花」「ノルディックフュージョン」の名称を語ることは

出来ません。梨乃花で学んだ技術やノウハウ等を外部に流出することは厳禁といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 
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2．北欧ブライダルフラワー：ディプロマ取得短期集中コース  

北欧ブライダルコースは、初めての方でも基礎から step  by  step で、しっかりとテクニックを学べ

るカリキュラムです。フレッシュ・プリザーブド・ドライ・アーティフィッシャルフラワー等さまざまな

素材を使いこなし、 オリジナルなブライダルフラワーを制作するスキルを身につけられるよう、随所に

ノルディックフュージョンスタイルが組みこまれています。レッスンではブライダル業に必要なブーケや

アクセサリー、小物などの制作テクニックをトータルで学んでいきますので、将来的にビジネスに結びつ

けたい方、既にフラワースクールを運営されている方や他協会に所属されている方にも、北欧スタイルの

テクニックを幅広い分野で活用していただけるコースとなっております。 

 

①  会員システム  

１）FIND パール会員  ＦIND メンバーに入会し、趣味のコースまたはビギナーコース以上の方で、事業活動を有

しない方。  

入会金  \10,000   

協会年間運営費  \2,000（または 200 円/月あたりで月割り計算 ） 

２）FIND トパーズ会員  

 

ＦIND メンバーに入会し、ビギナー＆ミドルコース修了後、准講師認定試験を合格した方

で、FIND で得た作品のモデルまたは、技術及びその一部を商業目的として活用する方。

（教室を開校しない会員）  

FIND 協会商業登録費  \15,000（毎年更新）   

（または 1250 円/月あたりで月割り計算 ） 

３）FIND ルビー会員 

准講師資格取得 

ＦIND メンバーに入会し、ビギナー＆ミドルコース修了後、准講師資格認定試験を合格し

た方で、北欧インテリアフラワーFIND 認定支部教室としての教室開校の方。ワークショ

ップなどを開催する方も登録が必要です。  

教室登録料  \50,000    

スクール名入りプレート料 \15,000（税別・取得時のみ） 

年度登録更新料  \15,000（２年目以降） 

（または 1250 円/月あたりで月割り計算 ） 

４） FIND サファイア会員  

講師資格取得 

ＦIND メンバーに入会し、アドバンスコース修了後、講師認定試験を合格した方で未だプ

ロフェッショナルコースを修了せず、FIND 認定支部教室を開校する方。  

教室登録料  \50,000（登録証代・希望者に教室開校の為の講講習会有）  

スクール名入りプレート料 \15,000（税別・取得時のみ） 

年度登録更新料  \15,000（２年目以降）  

（または 1250 円/月あたりで月割り計算 ） 

５） FIND エメラルド会員  

マスター講師資格取得  

 

ＦIND メンバーに入会し、プロフェッショナルコース修了後、マスター講師認定試験を合

格した方で、FIND 認定支部教室開校の方。  

教室登録料  \50,000（登録証代・希望者に教室開校の為の講講習会有）  

スクール名入りプレート料 \15,000（税別・取得時のみ） 

年度登録更新料  \15,000（２年目以降） 

（または 1250 円/月あたりで月割り計算 ） 

III. 北欧ブライダルフラワー 



  北欧ブライダルフラワー 短期集中コース 

6 

 

※商業目的とは講師活動を含まない活動、事業目的とは商業および講師活動を含む活動を指します。  

  

  

  

 

②  コース詳細及びレッスン料金について  

  

 ビギナー＆ミドルコース FIND 准講師 

ブライダルワークの従来のテクニックに加え、ノルディックフュージョンスタイルという FIND オリジ

ナルの技法を初歩から学べるコースです。北欧デザインの基本的な概念の理解や、技術をしっかりと身に

つけながら、プロとしての第一歩が始められます。全くの初心者の方はもちろん、経験者の方も北欧の新

しいテクニックを基礎から学べるコースとなっております。 

 

ディプロマコース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 消費税込額 

ビギナー 10 ２H \185,000 \10,000 \20,000（１作品）   

ミドル 10 ３H \239,000 \10,000 \30,000（１作品）   

合計 20  \424,000 \20,000 \50,000 \494,000 ￥533,520 

※毎月 1 回  土＆日で４単位修得可能・最短 5 ヶ月にて終了（1 単位・約 2～３ 時間） 

 

カリキュラム（ビギナー） 

番号 テーマ フレッシュ アート 

１ 講義 - - 

２ ブートニア２種 （フレッシュ） 〇  

３ ヘッドドレス（アート）  〇 

４ ヘッドドレス（フレッシュ） 〇  

５ リストレット（アート）  〇 

６ リングピロー（アート）  〇 

7 ヘッドドレス （アート）  〇 

8 クラッチブーケ（フレッシュ） 〇  

9 ラウンドブーケ（アート）  〇 

10 ラウンドブーケ（アート）  〇 

 

カリキュラム（ミドル） 

番号 テーマ フレッシュ プリ＆アート 

１ ブートニア（プリザーブド）  〇 

２ ヘッドドレス（アート）  〇 

３ リストレット（アート）  〇 

４ クラッチブーケ（フレッシュ） 〇  

５ ウェルカムボード（アート）  〇 

６ ウェルカムボード（フレッシュ） 〇  

※准講師以上の資格取得者および FIND での全ディプロマコースを修了された方は  

年 2 回の技術向上の為の講習会を含めた FIND 総会に出席をお願い致します。 
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7 ヘッドドレス：花冠（プリ＆アート）  〇 

8 ラウンドブーケ（プリ＆アート）  〇 

9 ラウンドブーケ（フレッシュ） 〇  

10 ティアドロップブーケ（プリ＆アート）  〇 

 

 アドバンスコース  FIND 講師 

基本をしっかり踏まえたうえで、ハンドワークのさらなる技術向上とデザイン性のレベルアップを目指し

ます。 北欧スタイルの繊細なテクニックと色づかいを学び、プリザーブド・アート・ドライフラワー・

加工素材の 更なるコンビネーションのテクニックをマスターします。 

 

ディプロマコース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 消費税込額 

アドバンス 10 ４H \250,000 \10,000 \50,000（1 作品）   \310,000 ￥334,800 

※毎月 1 回  土＆日で４単位修得可能・最短２ヶ月半にて終了（1 単位・約４時間） 

※講義 1 単位有 

 

カリキュラム（10 単位） 

番号 テーマ レッスン内容 

１ 講義 ・ノルディックフュージョンについて、デザイン理論の講義をします。 

２-１ ヘッドドレス 

（アート） 

・アーティフィッシャルフラワーを使用して、自分で作ったフレームを

利用し、エレガントなヘッドドレスを制作します。 

２-２ ヘッドドレス 

（アート） 

・アーティフィッシャルフラワーのユリの花びらを使用して、着物にも

ドレスにも似合う和モダンなリリメリアのヘッドドレスを制作します。 

3 ローズメリアブーケ  

（フレッシュ） 

・プリザーブドローズの花びらを一枚ずつ組み立てて、ラウンドフォー

ムのスタイリッシュなブーケを制作します。 

４ フェザー＆ローズメ

リア  

（プリザーブド） 

・フレッシュフラワーを用いた時のローズメリアの使い方を学び、フェ

ザーのリースを組み合わせたラウンドブーケを制作します。 

５ ハートフレームブー

ケ  

（プリ＆アート） 

・プリザーブドとアーティフィッシャルフラワーを使用して、ハート型

のキュートなブーケを制作します。 

６ パールガーランドブ

ーケ  

（アート） 

・アーティフィッシャルフラワーを使用して、パールガーランドをベー

スにしたモダンなブーケを制作します。 

7 ラウンドブーケ  

（プリザーブド） 

・プリザーブドフラワーを用い、オアシスホルダーとコンストラクショ

ンを使い、ラウンドフォームのモダンなブーケを制作します。 

8 ウォータフォールブ

ーケ  

（プリ＆アート） 

・プリザーブド＆アーティフィッシャルフラワーを使用して、オアシス

ホルダーを使い、ウォーターフォールのブーケを制作します。 

9 ウォータフォールブ

ーケ  

・フレッシュフラワーを使用して、オアシスホルダーを使い、ウォータ

ーフォールの挙式用ブーケを制作します。 
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（フレッシュ） 

10 ヘッドドレス：花冠 ・フレッシュフラワーを使用して、ボリュームのある華やかな花冠を制

作します。 

 

 

 プロフェッショナルコース  FIND マスター講師  

アイデア・デザイン・カラ―・テクニック等をトータルで学び、複雑なハンドワークと様々なフラワーア

イテムの融合による新しい発想の展開を導き出すノウハウをマスターします。  

 

ディプロマコース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 消費税込額 

プロ ３ ４H \165,000 \10,000 \60,000（１作品）   \235,000 ￥253,800 

※日時相談（１単位・４～5 時間前後）  

※講義１単位あり 

 

カリキュラム（３単位） ※状況により内容は変更となる場合があります。 

番号 テーマ レッスン内容 

１ デザイナーズブーケ  

（プリ＆アート） 

・プリザーブド＆アーティフィッシャルフラワーを使用して、高度

なワイヤーテクニックを活用し、スタイリッシュでモダンなブーケ

を制作します。 

２ デザイナーズブーケ  

（フレッシュ＆プリ） 

・フレッシュフラワー＆プリザーブドフラワーを使用して、お花を

コンパクトにスティック状にまとめたスタイリッシュなブーケを制

作します。 

3 デザイナーズブーケ  

（アート＆プリ） 

・アーティフィッシャルフラワー＆プリザーブドフラワーを使用し

て、ウォーターフォール型の揺れるブーケを制作します。 
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④  スタートキット  

  

商品名 本体価格 数量 税込価格 商品番号 

高温グルーガン ¥2,300 1 ¥2,484 AZ170 

グルースティック太（高温） ¥1,150 1 ¥1,242 AZ180 

ミニグルーガン（ロングノーズ） ¥1,500 1 ¥1,620 AZ165 

グルースティック細（高温） ¥600 1 ¥648 AZ175 

フローラルアドヒーシブ ミニ ¥250 1 ¥270 SJ1532 

フローラルテープ  ③モスグリーン ¥380 1 ¥411 RT861 

フローラルテープ  ⑥ブラウン ¥380 1 ¥411 RT861 

フローラルテープ  ⑧ホワイト ¥380 1 ¥411 RT861 

ブイロンワイヤーGD 細 ¥950 1 ¥1,026 AW900 

ブイロンワイヤーGD 太 ¥950 1 ¥1,026 AW901 

ブイロンワイヤーSV 細 ¥950 1 ¥1,026 AW900 

ブイロンワイヤーSV 太 ¥950 1 ¥1,026 AW901 

地巻きワイヤー白色＃20 ¥350 1 ¥378 AW1320 

地巻きワイヤー緑色＃２２ ¥290   1 ¥313 AW1319 

地巻きワイヤー緑色＃２４ ¥400 1 ¥432 AW1318 

地巻きワイヤー茶色＃18 ¥560 1 605 AW1321 

地巻きワイヤー茶色＃２0 ¥350 1 ¥378 AW1320 

地巻きワイヤー茶色＃２２ ¥290 1 ¥313 AW1319 

地巻きワイヤー茶色＃２４ ¥400 1 ¥432 AW1318 

ワイヤーケース  ¥2,200 1 ¥2,376 AZ104 

ハサミ（クラフトチョキ） ¥1,860 1 ¥2,009 AH331 

ハサミ（ファミリーデラックス） ¥2,500 1 ¥2,700 AH140 

合計金額 ¥21,537  

 

    

 

 


