
ハーバリウム出張体験★ 500種類の花材を使って 

           様   以下の通り現時点での仕様・お見積りさせて頂きます。 

ハーバリウム体験出張・貸切教室（10名～）についてお問い合せいただき誠にありがとうございます。

ちよのではご依頼者様のご予算に合わせてオリジナルの内容を考えて提案しています。 

 

 

★ハーバリウム出張体験★100 種類以上のお花★入れ放題★1600 円～！ 

自家製のお花からボトルフラワーを手作りしませんか？「ハーバリウム」は、お部屋に飾れるインテ

リアアイテムとしてここ数年注目を集めています。瓶の中に専用のオイルを入れ、中にドライフラワ

ーやプリザーブドフラワーを詰め放題。瓶やキャップ、リボンの色も沢山ある中から選べます。中々

ないバラを使ったハーバリウムもできますよ。 

 

【料金】プラン料金×人数+交通費+出張料金+消費税にな

ります。出張料金は 40 名様以上で無料！交通費は 60 名様

以上で無料です！ *交通費は名古屋市内で高速なしで 5000 円です。その他 15 キロご

とに+1000 円+高速代。出張料金は 40 名以上で無料。それ以下 5000 円。29 名以下 1 万円。19

名以下 15000 円～。それ以下 2 万円です。*平日は 5000 円引きのサービスです。 

 

*おすすめ基本プランは 2500円/1人です。個人体験は 3500円/1人です。何を重要視するかでオリ

ジナルプラン、費用をご提案します。お気軽に何でもお聞きください。 

 

注＞最終決定価格・内容は、最終人数が決まった時点（開催 10日前）になります。 

開催日の１０日前以降（最終確定後）の人数の変更は、団体料金につきキャンセル料金が 100％掛

かります。当日増える分には構いません。 

お申し込み、詳細はお電話で。代表小崎まで 080-5159-0787 お見積もりいたします。 



 【今後の流れ】     

①お電話での仮お見積り・お問い合わせ 

注＞日にち・仮予算・仮人数が決まっていないとお見積りが出せません。 

*詳細をお聞きして仮お見積もりをメールで送ります 

080-5159-0787 代表小崎陽一迄お電話ください。 
*初めは人数等が確定しておりませんので金額・仕様は一般的なことしかお話しできま

せん。お問い合わせはお電話でお願いします。重視するのは「費用か内容か」聞かせて

下さい。〇〇万円でというお任せ料金プランもあります。 
  

見学・・お近くの方は名駅ちよのまで見学に来て頂いてもかまいません。 

  事前に個人体験をされる場合は同じコースでおひとり様 2000円～になります。 

*お任せ料金について・・例）全部込で 5万円で。というようなコミコミプランは以下の要

件が満たされる場合に適用させていただきます。①仮お見積もり後 1か月以内のお申し込み。②1回

のご相談、お見積もりで詳細はお任せして頂き、開催 10 日前にお電話にて打ち合わせし、最終的な

ご希望をお聞きの上詳細を決定します（本見積）。ご希望はこの時まで溜めて固めておいてください。 

③当日現金でのお支払いで領収書のみの当日発行 

 

②皆様でご検討後、メール・FAXでお申し込みください。 

*最終金額、仕様は開催 10日前にお電話での打ち合わせの上決定します。 

 

③開催当日 10日前迄に最終人数を教えてください。 

お電話にて最終内容を確認し、詳細を決定し、手配致します。     本

お見積りをお出しします。 

 

*この後全額キャンセル料がかかりますので、お気を付けください。 
 

④当日 30分前着。費用は当日現金払いでお願いします。 

注＞または当日までに振込でお願いします。 *請求書後払い、後振込みは料金が違ってきま

す。+1万円。    振込先 ジャパンネット銀行 ホンテン 3441549 コザキヨウイチ 



【出張時間】 午前・午後にわけて行っております。    

午前は 9 時～可能です。△▲の時間帯は割引がありません。*土曜、日曜午後は+5000 円の特別出

張料金がかかります。 

開講 日時 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

9：30～12:00 ○ ○ ◎ ◎ ◎ △ △ 

14：00～16:30 ○ ○ ○ ◎ ◎ 
▲ 

+5000 

▲ 

+5000 

 

 

団体体験一覧表 
2０人以上適用料金です。おススメは 2500 円～/１人です。その他、

1300 円子供会限定プランもできます。税別。大人子供同料金です。 

Ａプラン 1600 円 60 

㏄ボトルプラン 

1600 円～/1 人 60 ㏄ボトル１本プラン。テーパー型 1 種類限定。ボト

ルサイズ横 41mm×縦 118mm。円筒形。 

*少し小ぶりの器ですが、簡単、キレイにできます。 

Ｂプラン 2000 円 12 

0 ㏄ボトルプラン 

2000 円～/1 人 120 ㏄ボトル迄１本プラン.ボトルサイズ横 48mm×縦

150mm 他。当日 5 種類位から選べます。お花 70 種類位。 

*色・形・大きさ、花材が充実してきます。大人もＯＫ。 

Ｃプラン 2500 円

160 ㏄ボトルプラン  

*オススメ！ 

2500 円～/1 人 160 ㏄ボトル１本プラン。広口瓶もあります。 

ボトルサイズ横 48mm×縦 168mm 他。当日 10 種類位から選べます。

見た目が立派です。お勧めです！花材も 100 種類位。充実しています。 

Ｄプラン 3000 円 

220 ㏄ボトルプラン 

3000 円～/1 人 220 ㏄ボトル１本製作。ボトルサイズ横 59mm×縦

221mm 他当日 10 種類位から選べます。見た目が立派です。お勧めで

す！花材も 150 種類以上。充実しています。 

プレミア 3500 円 

2 本ボトルプラン 

3500 円～/1 人 220 ㏄ボトル１本と 60 ㏄ボトルで作ります。当日 6

種類位から選べます。見た目が立派です。お勧めです！花材も充実して

います。お花もプレミア花材を使います。 

その他 
*全プラン蓋、リボンの装飾付きです。持ち帰り袋込。*Ｃプランからは

ラッピングも無料で付きます。 ラッピング、袋 100 円/1 人。 



★価格の差は主にボトルの容量と花材の種類、質で決

まります。わかりにくければお電話でご説明します。

*詳細決定は人数確定後になります。 

花材について 
メイン花材がプランにより違ってきます。ＡＡ（最良）からＣグレード

迄あります。 *季節により下記のお花は少し異なります 

Ａプラン 1600 円 60 

㏄ボトルプラン 

【メイン花】ヘリクリサムＢ～Ｃグレード、スターチス A、千日紅Ｂ、

どんぐり木の実Ｂ他 【サブ花】タタリカＡ、あじさいＢ、カスミソウ

Ｂ、その他小花Ｂ。枝物、スギ、葉物、他 70 種類 

Ｂプラン 2000 円 12 

0 ㏄ボトルプラン 

【メイン花】ヘリクリサムＢグレード、スターチス A、千日紅Ｂ、ベリ

ーA、どんぐり木の実Ａ他 【サブ花】タタリカＡ、あじさいＡ、カスミ

ソウＢ、メタセコイヤ・ブナ、その他小花Ｂ、枝物、葉物他 100 種類 

Ｃプラン 2500 円

160 ㏄ボトルプラ

ン。*花材が充実して

きます 

【メイン花】ヘリクリサムＡ～Ｂグレード、スターチス A、千日紅Ａ、

ベリーＡ、ケイトウ、アザミ、スターリンジャー、カーネーションＢ 

【サブ花】タタリカＡ、あじさいＡ、カスミソウＡ、その他小花Ａ、メ

タセコイヤ・ブナ・木の実他 150 種類 

Ｄプラン 3000 円 

220 ㏄フルボトルプ

ラン 

【メイン花】バラ B、ヘリクリサムＡグレード、スターチス A、千日紅

Ａ、ベリーＡ、ケイトウ、姫ひまわり、アザミ、カーネーションＡ、ス

ターリンジャ、【サブ花】タタリカＡ、あじさいＡ、カスミソウＡ、そ

の他小花Ａ、メタセコイヤ・ブナ・カラーコケ、木の実、オーストラリ

ア花、海藻他 200 種類程度 

プレミア 3500 円 

2 本ボトルプラン 

【メイン花】バラＡ、スターチス A、ヘリクリサムＡＡグレード、千日

紅ＡＡケイトウ、姫ひまわり、アザミ、カーネーション A。スターリン

ジャ、ポアプランツ、ラグラス【サブ花】タタリカＡ、あじさいＡＡ、

カスミソウＡＡ、その他小花Ａ、メタセコイヤ・ブナ・木の実、カラー

コケ、枝物、葉物、海藻他 150 種類以上 

*A,B プランはあじさいとヘリクリサム、カスミソウを中心に作ります。Ｃプランからはメイン花材

の種類が増えます。*花材は 500 種類程ありますので、お子様用、男性向き、女性向き、大人用他

で性別や年齢層に合わせてお持ちします。その他ご希望があれば教えてください。 



出張体験お見積り          ＜必要事項を記入して要返信＞ 

このたびは陶芸・ガラスちよのをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 

下記の通り御見積り申し上げます。                陶芸・ガラスちよの 代表小崎陽一 

ハーバリウム出張体験 

       様   

   月   日   曜日。  場所   

  開催時間     ～    30分前に到着予定 

 連絡先  1.                   参加者             
 

 品 名    数 量 単価  金   額 

 ハーバリウム出張体験 人 ,  円 

            プラン   *当日人数増え可能 

     

   出張料金 （40人以上で無料）   円 

     交通費  （60人以上で無料）   円 

     

 消費税10％    

 申し込み時総合計 円 

 最終合計 円 

 

今回プラン内容     プラン 約   人。 講師   人 

（1 例）ハーバリウム 1 本制作。リボン付きプラン。10 分説明後、好きなボトルを選んでいただき、メ

インのお花を 1 種類決めてから底の砂から入れ始めます。底花、小枝、サブ花材、枝、メイン花材の順に

入れて完成させます。最後にハーバリウム専用液を入れキャップ、リボンを付け完成です。そのままお持

ち帰りができます。 【容量】120 ㏄ボトル。最大ボトルサイズ横 48mm×縦 165mm 他。当日 3 種類

位から選べます。【メイン花】バラＣ、ヘリクリサム A グレード、千日紅Ｂ、ベリーＢどんぐり木の実Ａ

他 【サブ花】タタリカＡ、あじさいＡ、カスミソウＢ、メタセコイヤ・ブナ、その他小花Ｂ、枝物、葉

物他 50 種類。*花材品質は AA が最高グレード、B が並です。   *お手伝い  人位必要です。 

 

注＞10 名様以上の出張イベントと貸切教室は団体として扱います。団体割引特別料金を使いますのでイベント開催日の１０日前以降

（最終確定後）の人数の変更は、キャンセル料金が 100パーセント掛かります。また、開催中止の場合開催日より 1か月以内は 20％、

開催日 10日前以内は 50％、のキャンセル費用が発生します。また、費用は当日現金払いか前振り込み意外は事務手数料として１万円

頂いております。団体割引特別料金適用にてよろしくお願いいたします。  

 

 以上の内容で相違ありません。キャンセル等、注意事項も理解の上承知しました。そのうえでお申し込みを致します。 

 

代表者氏名               住所                      

                  

携帯電話番号              当日費用お支払い方法                   

当日開催場所              住所                       

FAX  052-551-0787  メール info@chiyono.net   ちよの代表 小崎陽一 

 

＜ 陶芸・ガラスちよの＞ お見積り・問い合わせ責任者  代表 小崎 陽一   携帯 080-5159-0787 

名古屋駅前本店    〒450-0002  名古屋市中村区名駅 3-23-18    TEL・FAX  (052) 551- 0787 

津島青塚店   〒496-0008 津島市宇治町 石畑 126              TEL  (0567) 23- 5800  

mailto:info@chiyono.net
http://chiyono.her.jp/


出張体験メモ                   

皆様でご相談時にお使いください。 *返信は必要ありません。 

仮人数、予算、日にちが確定したら仮お見積もりが出せますのでご連絡ください。 

＜ 陶芸・ガラスちよの＞ お見積り・問い合わせ責任者 代表 小崎 陽一   携帯 080-5159-0787 

出 張 内 容      出張 1日体験教室 

場  所         県       市   

*交通費は 5000円～。出張料金は人数に応じて。40人以上で無料。 

期  日 

 

     月   日     ：00～  ：00 

 
*時間帯は午前か午後で。跨ぐと追加料金が 1万円かかります。体験時間

は 120分を中心にご希望に応じて 90 分から 180分迄無料です。 

総額費用 
 

約      万円～    万円 

 
*予算内に収めるのか体験内容を重視するのか方針をお決めください。通

常のお見積もりか料金を重視したお任せお見積もりかお知らせください。 

体 験 人 数 
  

約       人   

 
*最終人数は 10 日前迄に確定してください。それまでは仮人数として扱

いお見積もりを出します。 

 

★講師は 1 人以上行きます。高額なプランや大人数の時、スタ

ッフも無料で派遣します。自主的な追加は、一人 8000 円～ 

*お手伝い頂ければ、陶芸 60 人まで、他出張 30 人程度まで 

基本 1 人講師（追加料金なし）でできます。 

用意して頂く物 
長机 4 台～。 掃除道具と机を拭くもの。 

*体験道具は全て持っていきます。あまり汚れないようにして

ありますので、服装もあまりこだわらなくても大丈夫です。 

場所・レイアウト 
机の上、床の上どこでもできます。 

当日講師が部屋の作りを見て決めます。 

キャンセル条件 
団体割引特別料金を使いますのでイベント開催日の１０日前以降（最終確定後）の人数の変更
は、キャンセル料金が 100 パーセント掛かります。また、開催中止の場合開催日より 1 か月以内

は 20％、10 日以内は 50％、のキャンセル費用が発生します。また、費用は当日現金払いか前振

り込み意外は事務手数料として１万円頂いております。団体割引特別料金適用にてよろしくお願

いいたします。 

仮人数、予算、日にちが確定したらお見積もりが出せますのでご連絡くださ

い。 

詳細をお聞きしたいので最初は代表小崎に直接お電話ください。 

TEL  080-5159-0787 メール info@chiyono.net  ちよの代表 小崎陽一 

http://chiyono.her.jp/
mailto:ti12561256@yahoo.co.jp

