一般社団法人日本花資格協会

日本花資格検定 2級・1級 カリキュラム
フラワーアレンジメントを基礎から学ぶ

全国の加盟校・通信教育
入会金・年会費 無料

・アーティフィシャルフラワー（造花）【１２単位】

・ブライダルデザイン（生花）【１２単位】

・フレッシュフラワー（生花）【２７単位】

・パリスタイル（生花）【１９単位】

・プリザーブドフラワー 【１２単位】

アーティフィシャルフラワー(造花)を使用した

アーティフィシャルフラワー検定2級

フラワーアレンジメント・ブーケなどを全12作品制作します

基本のフラワーアレンジメントから応用ブーケなど12
作品を実技形式で学びながらアーティフィシャルフラ
ワーに特化した日本花資格協会オリジナルのフラワー
アレンジメントの技術と知識が学べる人気No.1コース
です。1レッスン1時間から1時間30分程度の実技形式
レッスン。 短期集中クラスは3日~取得可能です。
スクール・サロン運営、商品開発、 〈カリキュラム〉
ネット販売、ディスプレイ、 フュー ■基本の花束、ラウンドアレンジ、リー

申込

ネラルにおいて必要不可欠。それが

ス、ブーケ、壁掛け、ヘアドレス、トピ

アーティフィシャルフラワーです。

アリーなどアーティフィシャルフラワー

水やりの必要がなく、耐久性に優れ アレンジからワイヤリング技術まで12
ている為、季節を問わず輸送にも便 作品を実技形式で学びます。

全国の加盟校へ

利なのも特徴の一つ。全12作品をテ ■理論的な花の組み立て方、挿し方を

直接お申込み下さい。
入会金・年会費は

キストを見ながら基本の花束・ラウ 習得。ワイヤリング方法徹底解説。

発生致しません。

ンドアレンジメント・トピアリー・

■各作品の作り方が画像付きで細かく

※通信教育対応

フレームデザイン・ブーケなど幅広

記載されている教材＋各技術を解説し

いデザインを学びます。

た別紙テキスト付き。

対面レッスンのみ

アーティフィシャルフラワー検定1級

JFLA本部・山形・福岡

合格証書発行

1級ではさらなるフラワーデザインの想
像力・技術力向上を目指すカリキュラム

レッスン受講後、

構成。様々なデザインを学びながら応用

2級合格証書を発行

されたフラワーデザインを習得いたしま

(フレーム付き)

す。 1レッスン1時間から1時間30分程度

花問屋入会申込書も

の実技形式レッスン。 短期集中クラスは

合わせてプレゼント

3日~取得可能です。全5単位 ※本部のみ
11単位 花問屋入会申込書付き

JFLA
2級取得後は趣味校として協会HPに無料掲載や
1級へ進む事が出来るようになります。

2級取得後

年会費・更新料

③加盟校を目指す（審査あり/1級取得後）

不要

1級取得後、教材セット購入審査（試験あり）（加盟校登録を含む） を受け

①花問屋入会申込書プレゼント

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・
合格証書と合わせて無料で

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

花問屋入会申込書をプレゼント。自由に

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。

造花、プリザーブドフラワー、リボン、
器の仕入れが可能になります。

✔在庫を抱える心配なし！

2級取得後は1社、1級取得後はさらに

申込が来た際に1セットから必要な分だけ教

追加で1社に入会頂けます。

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。

②趣味校になる（無料・審査あり）
（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。

✔最新のデザインが指導出来る！
年会費・更新料

自分でデザインが考えるのが苦手な方、

不要

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。

生花が大好き、自宅でお花を教えたい、生活に取り入れたい

ç

フレッシュフラワー検定2級

全27作品のアレンジメント・ブーケを学びます

日常から特別な日まで生活に彩りを与えてくれる
「フレッシュフラワー（生花）」お花が大好き、自宅
でお花を教えたい、お花を生活に取り入れたい。
2級コースでは生花を実際に使用して基本的なアレン
ジメントからリース、ウエディング技術・知識まで
全27単位で満遍なく学びます。

申込
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。

ビギニングクラス

アドバンスクラス

フレッシュフラワーの基本となるお花の扱

季節にあわせたデザインや日常でも役立つ

い方から水揚げの仕方など生花を扱うのに

アレンジメントを学び、短時間で作品を仕

必ず必要な知識、基本的なフラワーアレン

上げるテクニックを習得いたします。

ジメントの基本的知識が身につきます。

プロフェッショナルクラス

ステップビギニングクラス

ウエディングブーケの基礎を学び、フラ

花束・投げ入れ、ワンランク上のアレンジ

ワースクール運営に役立つスキルを習得。

他、お花屋さんでも通用するテクニックの

発想・創造する力を養います。

レベルアップを目指します。

フレッシュフラワー検定1級

合格証書発行

対面レッスン
JFLA本部

1級ではさらなるフラワーデザインの想
像力・技術力向上を目指すカリキュラム
構成。様々なデザインを学びながら応用

レッスン受講後、

されたフラワーデザインを習得いたしま

2級合格証書を発行

す。 1レッスン1時間から1時間30分程度

(フレーム付き)

の実技形式レッスン。 短期集中クラスは

花問屋入会申込書も

3日~取得可能です。全22単位 試験あり

合わせてプレゼント

花問屋入会申込書付き

JFLA
2級取得後は趣味校として協会HPに無料掲載や
1級へ進む事が出来るようになります。

2級取得後

年会費・更新料

③加盟校を目指す（審査あり/1級取得後）

不要

1級取得後、教材セット購入審査（試験あり）（加盟校登録を含む） を受け

①花問屋入会申込書プレゼント

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・
合格証書と合わせて無料で

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

花問屋入会申込書をプレゼント。自由に

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。

造花、プリザーブドフラワー、リボン、
器の仕入れが可能になります。

✔在庫を抱える心配なし！

2級取得後は1社、1級取得後はさらに

申込が来た際に1セットから必要な分だけ教

追加で1社に入会頂けます。

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。

②趣味校になる（無料・審査あり）
（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。

✔最新のデザインが指導出来る！
年会費・更新料

自分でデザインが考えるのが苦手な方、

不要

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。

オンラインショップで自分の作品を販売したい
もっと自分自身の技術力を向上させたい

プリザーブドフラワー検定2級

新しい自分を見つけたい方へ
基本のギフトアレンジメントからウエディングブーケ
などプリザーブドフラワーに特化した12作品を実技形
式で学びな がら日本花資格協会オリジナルの技術と
知識が学べるコース。 1レッスン1時間から1時間30分
程度。 短期集中クラスは3日~取得可能です。

申込
全国の加盟校へ
直接お申込下さい。
入会金・年会費は

ビギニングクラス

プロフェッショナルクラス

■基本のアレンジメント

ウエディングブーケ技術・知識

■プリザーブドフラワー扱い方法

■メリアブーケ技術

■ワイヤリング技術の基本

■ブートニアの茎を付け方

■フローラルテープの基本

■ヘアドレスのワイヤリング技術

アドバンスクラス

■ラウンドブーケ・キャスケード

■花材別のワイヤリング技術

発生致しません。

ブーケの基本ワイヤリング技術

■ローズの開花技術

※通信教育対応

■茎を組み合わせる技術

プリザーブドフラワー検定1級

合格証書発行

対面レッスン
JFLA本部・山形

1級ではさらなるフラワーデザインの想
像力・技術力向上を目指すカリキュラム
構成。様々なデザインを学びながら応用

レッスン受講後、

されたフラワーデザインを習得いたしま

2級合格証書を発行

す。 1レッスン1時間から1時間30分程度

(フレーム付き)

の実技形式レッスン。 短期集中クラスは

花問屋契約書も

3日~取得可能です。全5単位又は11単位

合わせてプレゼント

試験あり 花問屋入会申込書付き

JFLA
2級取得後は趣味校として協会HPに無料掲載や
1級へ進む事が出来るようになります。

2級取得後

年会費・更新料

③加盟校を目指す（審査あり/1級取得後）
①花問屋入会申込書プレゼント

1級取得後、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・

合格証書と合わせて無料で

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

花問屋入会申込書をプレゼント。自由に

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。

造花、プリザーブドフラワー、リボン、
器の仕入れが可能になります。

✔在庫を抱える心配なし！

2級取得後は1社、1級取得後はさらに

申込が来た際に1セットから必要な分だけ教

追加で1社に入会頂けます。

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。

②趣味校になる（無料・審査あり）

✔最新のデザインが指導出来る！
（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。

不要

年会費・更新料

自分でデザインが考えるのが苦手な方、

不要

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。

ブライダルデザイン検定2級（生花）

ライフスタイルにも役立つ
ブライダルフラワーに必要な技術と知識を学びます

特別な1日には欠かすことの出来ない生花。結婚式
はもちろん、日常にも応用いただけるゲストテーブ
ル・メインテーブルのアレンジ方法。
ブライダルフラワーに必要な知識とテクニックを
トータルに学びます。

特別な1日には欠かすことの出来ないフレッシュフラワー（生
花）。結婚式はもちろん、ライフスタイルにも応用いただけるゲス
トテーブル・メインテーブルのアレンジ方法。フレッシュフラワー
ならではのワイヤリング方法やフローラルテープの巻き方など基本
からしっかりと習得いたします。また、夏場のお花の選び方、水揚
げ方法。季節に応じたお花の選び方からケア方法、衣装に合わせて
のお花の選び方、挙式の間にお花が生き生きと見える方法などブラ
イダルフラワーに必要な知識とテクニックをトータルで学びます。

申込
全国の加盟校へ
直接お申込み下さい。
入会金・年会費
発生致しません。

ブライダルデザイン検定1級

合格証書発行

対面レッスン
JFLA本部

1級ではさらなるフラワーデザインの想
像力・技術力向上を目指すカリキュラム
構成。様々なデザインを学びながら応用

レッスン受講後、

されたフラワーデザインを習得いたしま

2級合格証書を発行

す。 1レッスン1時間から1時間30分程度

(フレーム付き)

の実技形式レッスン。 短期集中クラスは

花問屋契約書も

3日~取得可能です。全18単位 試験あり

合わせてプレゼント

JFLA
JFLA

花問屋契約書付き

2級取得後は趣味校として協会HPに無料掲載や
1級へ進む事が出来るようになります。

2級取得後

年会費・更新料

③加盟校を目指す（審査あり/1級取得後）

不要

①花問屋入会申込書プレゼント

1級取得後、教材セット購入審査（試験あり）（加盟校登録を含む） を受け

合格証書と合わせて無料で

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

花問屋入会申込書をプレゼント。自由に

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。

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・

造花、プリザーブドフラワー、リボン、
器の仕入れが可能になります。

✔在庫を抱える心配なし！

2級取得後は1社、1級取得後はさらに

申込が来た際に1セットから必要な分だけ教

追加で1社に入会頂けます。

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。

②趣味校になる（無料・審査あり）
（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。

✔最新のデザインが指導出来る！
年会費・更新料

不要

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。

パリからインスパイアされた

パリスタイル検定2級（生花）

アレンジメントやブーケを提案

特別な1日には欠かすことの出来ない生花。結
婚式はもちろん、日常にも応用いただけるゲス
トテーブル・メインテーブルのアレンジ方法。
ブライダルフラワーに必要な知識とテクニック
をトータルに学びます。

申込
全国の加盟校へ

特別感のあるシャンペトルブーケをはじめブーケロン 、ブーケ・ド・
マリエ 、コンポジションと素材を活かしたテクニック、デザイン、花
材選びなど、ワンランク上の素敵な暮らしを彩るパリスタイルアレン
ジメント・ディスプレイデザインを学びます。使用する季節の花や緑
は朝一番に直接買い付けを行い、その時期に適したを楽しむことがで
きます。

直接お申込み
入会金・年会費・更新
料はかかりません。

パリスタイル検定1級

合格証書発行

対面レッスン
JFLA本部

1級ではさらなるフラワーデザインの想
像力・技術力向上を目指すカリキュラム
構成。様々なデザインを学びながら応用

レッスン受講後、

されたフラワーデザインを習得いたしま

2級合格証書を発行

す。 1レッスン1時間から1時間30分程度

(フレーム付き)

の実技形式レッスン。 短期集中クラスは

花問屋入会申込書も

3日~取得可能です。全12単位 試験あり

合わせてプレゼント

花問屋入会申込書付き

JFLA
JFLA

2級取得後は趣味校として協会HPに無料掲載や
1級へ進む事が出来るようになります。

2級取得後

年会費・更新料

③加盟校を目指す（審査あり/1級取得後）

不要

①花問屋入会申込書プレゼント

1級取得後、教材セット購入審査（試験あり）（加盟校登録を含む） を受け

合格証書と合わせて無料で

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

花問屋入会申込書をプレゼント。自由に

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。

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・

造花、プリザーブドフラワー、リボン、
器の仕入れが可能になります。

✔在庫を抱える心配なし！

2級取得後は1社、1級取得後はさらに

申込が来た際に1セットから必要な分だけ教

追加で1社に入会頂けます。

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。

②趣味校になる（無料・審査あり）
（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。

✔最新のデザインが指導出来る！
年会費・更新料

不要

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。

料金表
Price List

アーティフィシャルフラワー検定2級

全12単位

試験あり

アーティフィシャルフラワー検定1級
レッスン料

全5単位/全11単位

試験あり

花材・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

180,000円（税込）

75,000円/165,000円（税込）

フレッシュフラワー検定2級

全27単位

試験あり

全22単位

試験あり

花材・資材費
240,000円（税込）

207,000円（税込）

プリザーブドフラワー検定2級

プリザーブドフラワー検定1級

入会金・年会費・更新料無料

レッスン料
花材・資材費

198,000円（税込）

入会金・年会費・更新料無料

全5単位/全11単位

花材・資材費
入会金・年会費・更新料無料

ブライダルデザイン検定1級
レッスン料
花材・資材費

全18単位 試験あり
入会金・年会費・更新料無料

180,000円（税込）

180,000円（税込）

パリスタイル検定2級

パリスタイル検定1級

全19単位 試験あり

レッスン料

120,000円/234,000円（税込）

ブライダルデザイン検定2級

全12単位 試験あり

レッスン料
花材・資材費

入会金・年会費・更新料無料

試験あり

花材・資材費

フレッシュフラワー検定1級
レッスン料

入会金・年会費・更新料無料

全12単位

レッスン料

レッスン料

全18単位 試験あり

花材・資材費

レッスン料
花材・資材費

レッスン料
花材・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

376,000円（税込）

360,000円（税込）

・レッスン終了後、2級/1級共に別途試験代（10,800円/15,000円）・合格証書発行料金（33,000円）・事務手数料
（6,000円）が発生いたします。※1級コースは事務手数料不要
・花問屋は2級コースで1社、1級コースで追加で1社、最大で2社ご入会頂けます。
＊＊ 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。
※合格証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1級合格後、教材セット購入審査（実技/筆記試験あり）（加盟校登録）の受講が必須です。受講
後に審査書類をご提出下さい。
※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。
※各コースのデザインは仕入れの状況により変更になる場合がございます
※生花コースの使用花材は季節により異なります。
※2級コースは全国の加盟校・1級コースはJFLA本部華夢フラワーデザインスクール・山形県アトリエアンサンブル
（アーティフィシャルフラワー検定1級）・福岡県APAISER（アーティフィシャルフラワー検定1級）にてご受講頂
けます。詳しくは加盟校一覧ページよりご確認下さい。
※その他不明点はお問い合わせください。
※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。

