


ひろみ先生 キャスケードブーケ（ブートニア付き）

12,000 円＋造花代実費
（ブートニアレッスン付き）

4名
east side tokyo 
TEL 03-5833-6541

オリジナルキャスケード ウエディングブーケ（ブートニア付き）

ひろみ先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - 大貫裕美 )

なし　手ぶらでお越しください

10 :30 ～14:00 / 13:30 ～17:30

店内のお好きな造花で、オリジナルブーケを作りましょう！
ブートニア製作も付いたお得なレッスンです。
初めての方大歓迎！

※製作時間には個人差がございます。３～４時間の予定ですが、
　終了時間は変動いたしますので、お時間には十分余裕を持って
　いただきますようお願いいたします。
※お付き添いの方はお席代お一人様１０００円を頂戴いたします。

east side tokyo

ひろみ 先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - )
千葉県佐倉市にてアーティフィシャルフラワーアレンジ、プリザーブドフラワー、ハーバリウムレッスンを開催
ＦＥＪ（フラワーエデュケーションジャパン）認定講師＆販売代理店
プリザーブドフラワーアドバイザー
プリザーブドフラワーライセンス講師
フルリールデザイナーとして有名百貨店のプリザーブドフラワーギフト販売に携わる

ホームページ　https://www.three-stone-flower.com/
ブログ　https://ameblo.jp/three-stone-hiro/
インスタ　http://instagram.com/threestone3/

1/24（日） ･30（土） ･31（日） 　2/7（日） 
2/11（木） ･17（水）･21（日）･26（金）･28（日）

ひろみ先生  お好きな造花で作るリース

8,000 円（税込み）
リース、造花代実費

4名
east side tokyo 
TEL 03-5833-6541

east side tokyo

ひろみ先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - 大貫裕美 )

なし　手ぶらでお越しください

10 :30 ～14:00 / 13:30 ～17:30

店内のお好きなお花を選んで、お部屋や玄関を華やかに飾るリースを作りましょう。 
初めての方大歓迎！
※お好きな大きさのリース台をお選びいただきます。
( 円形のリースに限る )
※製作時間には個人差がございます。お時間には
十分余裕を持っていただきますようお願い致します。
※リース作りのお付き添いや見学はできません。ご一緒にご参加ください。

ひろみ 先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - )
千葉県佐倉市にてアーティフィシャルフラワーアレンジ、プリザーブドフラワー、ハーバリウムレッスンを開催
ＦＥＪ（フラワーエデュケーションジャパン）認定講師＆販売代理店
プリザーブドフラワーアドバイザー
プリザーブドフラワーライセンス講師
フルリールデザイナーとして有名百貨店のプリザーブドフラワーギフト販売に携わる

ホームページ　https://www.three-stone-flower.com/
ブログ　https://ameblo.jp/three-stone-hiro/
インスタ　http://instagram.com/threestone3/

1/24（日） ･30（土） ･31（日） 　2/7（日） 
2/11（木） ･17（水）･21（日）･26（金）･28（日）

ひろみ 先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - )
千葉県佐倉市にてアーティフィシャルフラワーアレンジ、プリザーブドフラワー、ハーバリウムレッスンを開催
ＦＥＪ（フラワーエデュケーションジャパン）認定講師＆販売代理店
プリザーブドフラワーアドバイザー
プリザーブドフラワーライセンス講師
フルリールデザイナーとして有名百貨店のプリザーブドフラワーギフト販売に携わる

ホームページ　https://www.three-stone-flower.com/
ブログ　https://ameblo.jp/three-stone-hiro/
インスタ　http://instagram.com/threestone3/

オリジナル ラウンドウエディングブーケ

ひろみ先生 ラウンドブーケ（ブートニア付き）

11,000 円＋造花代実費
（ブートニアレッスン付き）

4名
east side tokyo 
TEL 03-5833-6541

east side tokyo

ひろみ先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - 大貫裕美 )

なし　手ぶらでお越しください

10 :30 ～14:00 / 13:30 ～17:30

店内のお好きな造花で、オリジナルブーケを作りましょう！
ブートニア製作も付いたお得なレッスンです。
初めての方大歓迎！

※製作時間には個人差がございます。３～４時間の予定ですが、終了時間は
　変動いたしますので、お時間には十分余裕を持っていただきますよう
　お願いいたします。
※お付き添いの方はお席代お一人様１０００円を頂戴いたします。

1/24（日） ･30（土） ･31（日） 　2/7（日） 
2/11（木） ･17（水）･21（日）･26（金）･28（日）

ひろみ先生 クラッチブーケ（ブートニア付き）

11,000 円＋造花代実費
（ブートニアレッスン付き）

4名
east side tokyo 
TEL 03-5833-6541

オリジナルウェディングクラッチブーケ（ブートニア付き）

ひろみ先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - 大貫裕美 )

なし　手ぶらでお越しください

10 :30 ～14:00 / 13:30 ～17:30

店内のお好きな造花で、オリジナルブーケを作りましょう！
ブートニア製作も付いたお得なレッスンです。
初めての方大歓迎！

※製作時間には個人差がございます。３～４時間の予定ですが、
　終了時間は変動いたしますので、お時間には十分余裕を持って
　いただきますようお願いいたします。
※お付き添いの方はお席代お一人様１０００円を頂戴いたします。

east side tokyo

ひろみ 先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - )
千葉県佐倉市にてアーティフィシャルフラワーアレンジ、プリザーブドフラワー、ハーバリウムレッスンを開催
ＦＥＪ（フラワーエデュケーションジャパン）認定講師＆販売代理店
プリザーブドフラワーアドバイザー
プリザーブドフラワーライセンス講師
フルリールデザイナーとして有名百貨店のプリザーブドフラワーギフト販売に携わる

ホームページ　https://www.three-stone-flower.com/
ブログ　https://ameblo.jp/three-stone-hiro/
インスタ　http://instagram.com/threestone3/

1/24（日） ･30（土） ･31（日） 　2/7（日） 
2/11（木） ･17（水）･21（日）･26（金）･28（日）

体験レッスン

FEJプリザーブドフラワー資格取得コース

体験レッスン 4,400 円
4名

east side tokyo 
TEL 03-5833-6541

east side tokyo

ひろみ先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - 大貫裕美 )

10 :30 ～14:00 / 13:30 ～17:30

プリザーブドフラワーとは、生花の美しさを保存した（preserved）本物のお花です。 
生花のしなやかさを、長期間楽しむことができます。
※【体験レッスンのお花は開花したものをご用意します。仕入れの都合により花器が変更になる場合がございます】

FEJ資格取得コース
アレンジ～ウエディングブーケまで学べる資格取得コースは全８単位 税込 165,000 円（レッスン代・材料費込み）
プリザーブドフラワーのアレンジに必要な、あらゆる技術が組み込まれたレッスン。
試験月は年３回（３月・７月・１１月）まったくお花を触ったことのない初心者のかたも、しっかりサポートいたしますのでご安心ください。
ラウンドブーケやキャスケードブーケの他、フォトフレームのお花のつけ方等も学べます。
資格取得後は、大手花問屋３社と卸取引契約が結べます。
講師を目指す方や、趣味として楽しみたい方に嬉しい特典です。
資格取得後の、FEJ 本部のフォローも万全です。（認定会員費 5,500 円）
※詳細は、体験レッスン時にご説明いたします。
FEJ 資格取得コースについて　flowereducation.net/public-course/preserved/pres-qualification
ＦＥＪ（フラワーエデュケーションジャパン）　flowereducation.net/

ひろみ 先生 ( すりすとん - 枯れない花工房 - )
千葉県佐倉市にてアーティフィシャルフラワーアレンジ、プリザーブドフラワー、ハーバリウムレッスンを開催
ＦＥＪ（フラワーエデュケーションジャパン）認定講師＆販売代理店
プリザーブドフラワーアドバイザー
プリザーブドフラワーライセンス講師
フルリールデザイナーとして有名百貨店のプリザーブドフラワーギフト販売に携わる

ホームページ　https://www.three-stone-flower.com/
ブログ　https://ameblo.jp/three-stone-hiro/
インスタ　http://instagram.com/threestone3/

1/24（日） ･30（土） ･31（日） 　2/7（日） 
2/11（木） ･17（水）･21（日）･26（金）･28（日）

なし


