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受講料⼀覧（A） 
コース名  受講料・花材費等 ※税別  単位：円 備考 

1Day レッスン 
10:30~/13:30~ 

⽣花 
アーティフィシャルフラワー（AF） 
プリザーブドフラワー(PF) 
※受講料は別途 

3,800 
4,800 
3,800 

各 1,000 

⽣花上級者コース 1Day 
花材費 4,800 

NFD 資格 
コース 

 
※トライアル 

レッスン以外は
１レッスン 

2 時間 

 ３級 

16 回+2 回+トライアル 2 回 (★3)194,800  

10 回+2 回+トライアル 2 回 
（HANA まなびベーシックⅠから移⾏） 

(★2)145,000 HANA まなびベーシックⅠ 
修了の⽅ 

7 回+2 回+トライアル 2 回 
（HANA まなびベーシックⅡから移⾏） 

(★2)121,000 HANA まなびベーシックⅡ 
修了の⽅ 

２級 20 回+6 回+トライアル 2 回 (★5)289,200  
１級 30 回+2 回+トライアル 2 回 (★6)395,000  

HANA 
まなび 
コース 

ベーシック 
Ⅰ 8 回 65,000 

ベーシックⅡはⅠ修了の⽅ 
Ⅱ 8 回 65,000 

センスアップ 
Ⅰ 8 回 70,000 HANA まなびベーシックⅠ/Ⅱ 

修了の⽅ Ⅱ 8 回 75,000 

フローリスト 

STEP ７回 65,000 経験者の⽅ 
Ⅰ 9 回 (★２)80,000 ・フローリストⅠは 

ベーシックⅡ修了⽣ 
⼜は NFD2/フ装２級以上 

⼜は STEP 修了⽣の⽅ 
・フローリストⅡはⅠ修了⽣ 

・Ⅲ〜ⅤはⅡ修了⽣ 

Ⅱ 9 回 (★２)88,000 
Ⅲ  6 回 

※Ⅲ・Ⅳ・Ⅴは 
順不問 

(★２)70,000 
Ⅳ  6 回 (★２)80,000 

Ⅴ  5 回 (★２)85,000 

マスター 
 

ディプロマ取得
コース 

初級 4 回＋トライアル 2 回(3h) 68,000 
HANA まなびベーシックⅠ/Ⅱ 

修了の⽅ 
※試験代、ディプロマ代別途 

中級 6 回＋トライアル 2 回(3h) 99,000 
HANA まなびセンスアップⅠ/Ⅱ 
⼜はフローリストⅠ/Ⅱ修了の⽅ 

※試験代、ディプロマ代別途 

上級 8 回＋トライアル 2 回(3h) 143,000 
マスター中級取得かつ 

クリエイティブ 15 単位修了 
※試験代、ディプロマ代別途 

クリエイティブ S コース 5 回 56,500 
2h/回 

NFD1 級⼜はフ装飾 1 級 
⼜は学院通学歴 3 年以上 

プラチナコース 
5 回(2~2.5h) 
 
※⽉２回程度プラチナレッスン⽇（推奨）あり 

74,800 

2h〜2.5/回 
NFD1 級⼜はフ装飾 1 級かつ 
クリエイティブ 15 単位以上 

⼜は 
学院ディプロマ上級かつ 

クリエイティブ 30 単位以上 

フラワー 
装飾技能⼠ 

コース 
 
※受験には実
務経験等が必

要です。 

 ３級   

2022 年度のお申し込み受付は 
終了いたしました。 

2023 年度の内容につきまして
は決まり次第 

お知らせいたします。 

２級   

１級 

 

 

■フラワー装飾技能⼠コースは受験資格の有無をご⾃⾝で確認後、お申し込みください。 
 ※詳しくは、お問い合わせください。 
■フラワー装飾⼠コースは、年度毎に内容、⾦額が異なります。 
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オンライン動画レッスンについてはH Pをご覧くださいませ。  
 
右のQRコードを読み取るとサイトが表示されます。 
 
名古屋フラワー学院おオンライン動画サイト 
https://www.flower.gr.jp/nagoya/online-lesson/ 

 
 

 

受講料⼀覧（B） 
コース名   受講料・花材費等 ※税別 単位：円 備考 

ギャザリング 
 

※初回のみ（２時間・１作品） 
⼊会⼿続き不要で 
受講ができます。 

10000 円程度 
（使⽤する苗により変動します。） 

JPGS 認定コース（14 ヶ⽉）受講料 
（⽇本プランツギャザリング協会 認定） 
※１4 ヶ⽉間何度でも受講可 
※開講⽇は毎⽉１~2 ⽇（2 時間／⽇） 
※他の本コースと重複して受講される場合は延⻑
制度（＋４ヶ⽉）があります。 

100,000 
器、苗、資材等実費 

※卒業⽣は苗の割引有 

１回レッスン（卒業⽣） 3,000 
１回レッスン（卒業⽣以外） 3,500 

JPA 
プリザーブドフラワー 

※オンライン動画レッスンとは 
内容が異なります。 

1 作品ごとにお⽀払頂く 
レギュラーコースの⾦額 

基礎科 5300〜／1 作品 
専科 5550〜／1 作品 

講師専科 4950〜／1 作品 
※税込表⽰ 

まとめてお⽀払頂く講師養成 
コースの⾦額基礎・専科・講師専科 

(★８)409,300 
※テキスト、修了証、教室

開設申請料含 
※税込表⽰ 

JPA 
アーティフィシャル 

フラワー 
※オンライン動画レッスンとは 

内容が異なります。 
 

Ⅰベーシック(5種 6 作品) 
Ⅱコーディネーター（5種５作品）  

72,000 
98,000 

Ⅱアドバンス修了後 
AF インストラクター 

取得可能 
※修了証代含む 

Ⅲ研究科／デザイン(5 作品)  
Ⅳ研究科／ブライダル（5 作品＋フリー） 

165,000 
165,000 

AF インストラクター 
保持者対象 

AF 上級インストラクター 
取得可能 

※修了証代含む 
※ブライダルコースはフリー作品制作が必須となります。 

（フリー作品受講料、花材費は⼀部別途となります。） 

プレ花嫁さま 
サポートレッスン 
（⼊会⾦不要） 

⽣花ラウンドブーケ 
プリザーブドラウンドブーケ 
アーティフィシャルクラッチブーケ 

22,000〜 
30,000〜 
28,000〜 

リングピロー、ウェルカム
ボードフラワー、サンクス

フラワーなど 
別途お⾒積もり 

アーティフィシャル 
フリーレッスン 

【スタンダードレベル】2 時間 3,500 

花材・資材実費別途 
※店頭花材・資材よりお選

びください。 
（お取寄せ対象外） 

【プロフェッショナルレベル】 お⾒積もり 

講師と相談しながら 
花材・資材を決定 

お取寄せのため、事前打ち
合わせは必要です。 

 
l ⼊会⾦ 10,000 円（税別）が別途かかります。 
l 特記のない限り、花材費込みの⾦額表⽰となります。 
l ★印は分納可能なコースとなります。（数字は分納上限回数・⼿数料別途） 

分納⾦額は、別途ご相談の上決めさせていただきます。分納⾦額を毎⽉お⽀払いください。 
l 各コース必要となる道具、器、消耗品、テキスト代は特記の無い限り含まれておりません。ご⼊会⼿続きの際にご注⽂ください。 
l 記載の時間、回数等には個⼈差があり、変更になる場合もございますのでご了承下さいませ。 
l 資格について：合格後、必要となる協会規定の受験料、⼊会⾦、年会費等は上記⾦額に含まれておりません。 
l 資格試験受験料、ディプロマ試験（マスター）代、取得代は特記のない限り別途必要です。 
l JPA の資格（プリザーブドフラワー、アーティフィシャルフラワー）認定には、認定講習受講が必須となります。 

※講習受講料 3000 円程度、認定作品制作費別途（プリザーブドフラワーコース JPA 講師資格取得のみ） 
l 受講料には、施設利⽤料・維持費等が含まれております。 
l コース内容、⾦額は予告なく変更になる場合もございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|名古屋フラワー学院平針校|事務局＆Flower shop Atelier Moa 
〒468-0011 名古屋市天白区平針 3-1615 第二豊郷ビル 1F    Tel (052)803-9783   Fax (052)803-9753 

access 地下鉄鶴舞線平針駅徒歩２分（名古屋記念病院東向かいビル） 

※栄校・安城教室は受講形態が異なりますので別途お問い合わせください。 

 


