
・アーティフィシャルフラワーコース  [全5単位]
・プリザーブドフラワーコース  [全5単位]

・ソラフラワーコース  [全8単位]

全国の加盟校・通信教育
入会金・年会費 無料

一般社団法人日本花資格協会

インテリアアレンジメント資格 カリキュラム
少ない単位数で気軽にフラワーアレンジメントを楽しみたい方へ



“作りたくなるアレンジメント”をコンセプトに、サロンマダ
ムに支持される素材と色味にこだわったJFLAオリジナルデザ
インが全5作品作れるプリザーブドフラワーインテリアアレン
ジメント資格。対面レッスン/通信教育より選べます。

申込

合格証書発行

レッスン受講・実技試験合格
後、合格証書を発行
(フレーム付き)

サロン開講講座・ハンドメイド
販売講座・花問屋入会申込書も

合わせてプレゼント

プリザーブドフラワーで制作するインテリアフラワー、ネットショップに特
化した作品の数々をご受講頂ける本コース。ご好評のウェルカムツリーはも
ちろん、ボックスデザイン、リースの作り方まで最新のJFLAデザインを全5
作品学べます。初心者でも簡単に作れる細かな画像解説付きのテキストと
なっておりますので、初心者の方で安心して自宅で作れます。数十ページに
及ぶJFLA完全オリジナルテキストはレッスン終了後も何度も復習頂けます。
ふと思い出して学び直す事が出来るのが嬉しいポイントです。
花問屋入会申込書がついておりますので、レッスン終了後も自由にお花やリ
ボン・器を直接購入ができ、継続して自由にお花を楽しむことができます。

“作りたくなるアレンジメント”をコンセプトに
素材と色味にこだわった

作品の数々を実技形式で学びます。

合格後の流れ
JFLA

プリザーブドフラワーコース

年会費・更新料

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

②趣味校になる（無料・審査あり）

〈サロン開講資格・ハンドメイド販売講座〉
サロン開講講座では、自宅サロンを開講する上での必要とさ
れるアイテム、安全について、クレーム、強みを作る方法
等、必要不可欠な内容を掲載。
ハンドメイド販売講座では、作品タイトルの付け方、商品説
明の書き方、ラッピング資材などハンドメイド販売を始める
のに気になる様々な情報が掲載され
ております。

〈花問屋入会申込書〉
卸価格で造花,プリザーブドフラワー
花器・リボン等を購入出来る花問屋
入会申込書をプレゼント。

①プレゼント

✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから必要な分だけ教
材を注文頂けるので在庫を抱える心配な
し。既にスクールを開講されている方にも
選ばれています。

✔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。キャンペーン企画などにも参加いただ
けます。

③加盟校を目指す（審査あり）

資格取得後、教材セット購入審査（試験あり）（加盟校登録を含む） を受
けられます。審査通過後は、個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの指
導・教材セットの購入が出來ます。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。

資格取得後は趣味校として協会HPに無料掲載や
加盟校審査へ進む事が出来るようになります。

年会費・更新料

不要

全国の加盟校へ
直接お申込み下さい。
入会金・年会費は
発生致しません。
※通信教育対応

［作品タイトル］
①Welcome White Tree.
雲のように柔らかい手作りコットンに
プリザーブドフラワーローズを優しく
包み込んだウェルカムホワイトツリー。
②Princess Chair.
品のある大輪ローズを贅沢に6輪使用した
プリンセスチェアアレンジメント。
③ Art Luxe Flame.
ドライフラワーとプリザーブドフラワーを
組み合わせたフレームアレンジメント。

④Romantic Mirror.
華やかに煌くローズと季節により絶妙に色
が異なるパープルローズのモダンデザイン。
⑤Maison de Ribbon Box.
アンティークボックスに
プリザーブドフラワーを繊細に詰め込んだ
Maison de Ribbon Box.



“TOKYO HEROINE”をコンセプトに、大きめのアレンジを
中心にJFLAオリジナルデザインが全5作品作れるアーティ
フィシャルフラワーインテリアアレンジメント資格。対面
レッスン/通信教育より選べます。

申込

合格証書発行

レッスン受講・実技試験合格
後、合格証書を発行
(フレーム付き)

サロン開講講座・ハンドメイド
販売講座・花問屋入会申込書も

合わせてプレゼント

素材と色味にこだわった品格のある豪華な作品の数々を実技形式で学びま
す。自宅・店舗・サロン、どんな場所でも花々には自分にとって最上級の作
品を。JFLAならではの品格が漂うデザインには上質なアーティフィシャルフ
ラワーと花器を使用し、基本的なフラワーアレンジメントの技術・知識を5
作品を通して学びます。
数十ページに及ぶJFLA完全オリジナルテキストがございますので、レッスン
終了後も何度も復習頂けます。ふと思い出して学び直す事が出来るのが嬉し
いポイントです。
花問屋入会申込書がついておりますので、レッスン終了後も自由にお花やリ
ボン・器を直接購入ができ、継続して自由にお花を楽しむことができます。

“TOKYO HEROINE”をコンセプトに
ディスプレイにもぴったりの

作品の数々を実技形式で学びます。

合格後の流れ
JFLA

アーティフィシャルフラワーコース

年会費・更新料

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

②趣味校になる（無料・審査あり）

〈サロン開講資格・ハンドメイド販売講座〉
サロン開講講座では、自宅サロンを開講する上での必要とさ
れるアイテム、安全について、クレーム、強みを作る方法
等、必要不可欠な内容を掲載。
ハンドメイド販売講座では、作品タイトルの付け方、商品説
明の書き方、ラッピング資材などハンドメイド販売を始める
のに気になる様々な情報が掲載され
ております。

〈花問屋入会申込書〉
卸価格で造花,プリザーブドフラワー
花器・リボン等を購入出来る花問屋
入会申込書をプレゼント。

①プレゼント

✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから必要な分だけ教
材を注文頂けるので在庫を抱える心配な
し。既にスクールを開講されている方にも
選ばれています。

✔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。キャンペーン企画などにも参加いただ
けます。

③加盟校を目指す（審査あり）

資格取得後、教材セット購入審査（試験あり）（加盟校登録を含む） を受
けられます。審査通過後は、個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの指
導・教材セットの購入が出來ます。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。

資格取得後は趣味校として協会HPに無料掲載や
加盟校審査へ進む事が出来るようになります。

年会費・更新料

不要

全国の加盟校へ
直接お申込み下さい。
入会金・年会費は
発生致しません。
※通信教育対応

［作品タイトル］
①ENTRANCE
自宅・店舗・サロン。どんな場所でもエン
トランスには自分にとって最上級の作品
を。ギフトにも調度良いサイズ感。
② TOKYO
高貴な存在感を放つ花々とブラックトーン
の花器は人々の視線を集めて。
③ EVENT DISPLAY
甘さとモードを兼ね備えた絶妙バラン
ス。ディスプレイにはもちろん、テーブル
コーディネートに最適な作品。

④DRAMATIC
思息をのむほどに美しい最上級の胡蝶蘭が
映えるドラマティックアレンジメント。
⑤ MY INTERIOR
スリムタイプの花器を使用したインテリア
アレンジメント。スリムなリーフとラナン
キュラスはどんな場所にもフィットする。



ナチュラル&シンプルで私らしい時間を過ごしたい方に支持
されているソラフラワーインテリアアレンジメント資格。長
期保存ができ、アロマとの相性抜群の自然素材のソラフラ
ワーはぬくもりあふれる自然素材を使用します。対面レッス
ン/通信教育より選べます。

申込

合格証書発行

レッスン受講・実技試験合格
後、合格証書を発行
(フレーム付き)

サロン開講講座・ハンドメイド
販売講座・花問屋入会申込書も

合わせてプレゼント

様々な形状のソラフラワーを使用し、全8作品を制作いたします。ソラフラ
ワーと相性の良いアロマオイルやアロマディフューザーを使用したアレンジ
メントも組み込まれており、新しい花の魅力に出会える資格取得コース。
様々な形のソラフラワーからソラフラワーシート、ドライフラワー、アロマ
オイル、アーティフィシャルフラワーまで扱いますので新しい発見や学びが
多いカリキュラム。数十ページに及ぶJFLA完全オリジナルテキストがござい
ますので、レッスン終了後も何度も復習頂けます。ふと思い出して学び直す
事が出来るのが嬉しいポイントです。初心者でも簡単に作れる細かな画像解
説付きのテキストとなっておりますので、初心者の方で安心して自宅で作れ
ます。数十ページに及ぶJFLA完全オリジナルテキストはレッスン終了後も何
度も復習頂けます。ふと思い出して学び直す事が出来るのが嬉しいポイント

ナチュラル&シンプル
私らしい時間を過ごしたい方に。
作品の数々を実技形式で学びます。

合格後の流れ
JFLA

ソラフラワーコース

年会費・更新料

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

②趣味校になる（無料・審査あり）

〈サロン開講資格・ハンドメイド販売講座〉
サロン開講講座では、自宅サロンを開講する上での必要とさ
れるアイテム、安全について、クレーム、強みを作る方法
等、必要不可欠な内容を掲載。
ハンドメイド販売講座では、作品タイトルの付け方、商品説
明の書き方、ラッピング資材などハンドメイド販売を始める
のに気になる様々な情報が掲載され
ております。

〈花問屋入会申込書〉
卸価格で造花,プリザーブドフラワー
花器・リボン等を購入出来る花問屋
入会申込書をプレゼント。

①プレゼント

✔在庫を抱える心配なし！
申込が来た際に1セットから必要な分だけ教
材を注文頂けるので在庫を抱える心配な
し。既にスクールを開講されている方にも
選ばれています。

✔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。キャンペーン企画などにも参加いただ
けます。

③加盟校を目指す（審査あり）

資格取得後、教材セット購入審査（試験あり）（加盟校登録を含む） を受
けられます。審査通過後は、個人で自宅教室・自宅サロンで当コースの指
導・教材セットの購入が出來ます。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。

資格取得後は趣味校として協会HPに無料掲載や
加盟校審査へ進む事が出来るようになります。

年会費・更新料

不要

全国の加盟校へ
直接お申込み下さい。
入会金・年会費は
発生致しません。
※通信教育対応



ソラフラワーインテリアアレンジメント資格
全8単位で8作品制作します。試験あり。

料金表

プリザーブドフラワーインテリアアレンジメント資格
全5単位で5作品制作します。試験あり。

入会金・年会費・更新料無料　165,000円

＊＊ 注意事項 ＊＊
※全て税込表記となります。
※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、お申込ください。
※指導希望の方は合格後に審査が必須です。
※写真はイメージです。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。
※ソラフラワーとドライフラワーは自然素材のため、季節により花材が異なります。作品の雰囲気はあまり変わり
ませんが予めご了承の上、お申込みをお願いいたします。レッスンはソラフラワーだけでなく、ドライフラワーやア
ーティフィシャルフラワーを一部使用しております。 ご了承の上、お申込みください。
※その他不明点はお問い合わせください。

アーティフィシャルフラワーインテリアアレンジメント資格
全5単位で5作品制作します。試験あり。

入会金・年会費・更新料無料　155,000円

入会金・年会費・更新料無料　163,000円

受講料
花材・資材費
試験料金・合格証書

Price List

受講料
花材・資材費
試験料金・合格証書

受講料
花材・資材費
試験料金・合格証書

※通信教育はこちら https://soraflower.shopselect.net/

本資料の無断転載・無断転売、掲載、引用することを固く禁じます。


