
とんぼ玉教室方針  
「作品重視の観光地とは違い、教室授業として、

作る過程を大事に楽しもう」です。 
こだわりの方は記入用紙がありますので、紙に書いて頂きますと対応いたします 

*一般教室にて、付き添いの方も授業料部分が掛かります。（授業料 2500 円+材料費） 
 

★ガラス体験が始めての方へ★とんぼ玉はイメージと逆のこと

が多く、解りにくいところもあります。 オススメで作って見てくださ

い。基本コースはマンツーマンでしますが、作り放題コース等は

ご自身で作っていただかなくてはなりません。それでも 30分もす

ると慣れてきます。始めは上手くいかないかもしれませんが何回

かチャレンジをしてみてください。 

 

*基本コースは失敗の少ない技法、色で考案され初心者向きの内容に

なっています。 綺麗なもの、透明掛け、少しのこだわりは5400円のこだ

わりコースでお願いします。こだわり・要望がさらに強い方は 1万円～の

「こだわり特別コース」をご用意いたしております。 



★とんぼ玉体験は、結構イメージと違います！ 

「2個トンボ玉体験」は、しっかり手伝います。 

「作り放題は」ご自身で作って下さい 

★ガラスは危険が伴いますので安全第一で教えます。 

 

とんぼ玉は通常 1年ほどかけて基礎を覚えます。1年で 1000個くら

い小さな玉を作り、ガラス 1本ずつの溶け方・個性を覚えていきま

す。今日の 1日体験ではそのすべてを省略して制作します。 

それでもおすすめ作品はきれいにできます。失敗も少なくなってお

ります。まず簡単で楽しい模様をお選びください。 

また、おすすめ模様以外は当然失敗も多くなります。基本作品は補

償しますがその他は割れても自己責任です。その点ご理解の程、ガ

ラス工芸の楽しさと奥深さを感じて頂ければ幸いでございます。 

 

 

【今日の体験時の注意】 

注 1★ガラスは急に火に入れないで、しっかり余熱をします。 

*ガラスが破裂し目に入った事故も起きてます。冗談では済まないこともあります。 

注 2★使い終わったガラスは熱いです。3 分冷えません。触って 

やけどをしないように。 



とんぼ玉 1日体験メニュー  

危険が伴うときは作業の内容を変えさせていただくこともあります。 

付き添いの方も授業料が掛かります。（授業料 2500 円+材料費） 
 

プラン 模 様 特    徴 価格（税込） 

基本玉 

2 個プラン 

マーブル 3 種、

点打ち、花 

簡単 90 分。2 個制作 

マンツーマン。 

３,７８０円 

こだわりプラン

透明掛け、 

ピンク使用 

透明掛けは 1 個 

花、金使用、帯留

め、動物玉など 

普通 120 分。2 個制作 

マンツーマン。 

透明を被せるので奥行き感が出る 

５,４００円 

 

作り放題 
小玉を中心に危

険のない範囲で

ご自身で作れま

す。大玉は基本玉

プランの模様ま

で。*小さいガラスを

使用します 

普通 150 分。原則自分自身

の力で時間内でいくつでもお

作り出来ます。 

*指導は小玉最初 5 分、小玉模様 

5 分。後半大玉模様 5 分。 

指導追加 10 分 1000 円 

*危険が伴う場合大玉 4 個体験に制限さ

せて頂きます。 

 

５,４００円 

基本指導 15 分 

 

 

作り放題 

スペシャル 

大玉を中心に危

険のない範囲で

透明がけプラン

まで 

普通。150 分。かなり手伝い

ます。時間内でいくつでもお

作り出来ます。*危険が伴う場合

制限させて頂きます。 

 

１０,８００円 

基本指導 60 分 

2 日間体験 

作り放題 
   オススメ！ 

小玉を中心に危

険のない範囲で

大玉こだわりプ

ランまで 

正統派のとんぼ玉、1 日目小

玉。2 日目大玉。 

無理なく２日にわけて作りま

す。 

 

１０,８００円 

こだわり 

特別体験 

ご要望にて 

 

強いこだわりがある方。 

窯使用・動物、透明掛け、パーツ・

ツイスト・金箔・帯留め・吹き等 

 

 

１０,８００円 



★ガラス体験使用ガラス      
 

当教室の使用ガラスは 4 種類です。 

鉛ガラス・ソーダガラス・Ｃガラス・特色ガラス 
 注*色は厚みで異なることがあります。また、相性が悪いと割れることもあります。 

通常の体験ではピンクと特色は除いた色の使用になります。 

 

【基本ガラス 100 種類使用。無料！】 

＜鉛ガラス＞ 約 50 種類 

800 度位で溶けて、透明度も高く、安定したガラスです。 

色も重ねやすく、粘りがあり溶かしやすいです。 

「青・緑・黒」を使用して短めの、細いガラスが作りやすいです。 

＜ソーダガラス＞ 約 20 種類 

赤・黄色など鮮やかなガラスです。少し溶けにくく炎は眩しいです。 

他の色との相性は悪く変色をします。 

＜Ｃガラス＞ 約 30 種類 

中間の性質のガラスです。少しくせがあります。 

【1 個+1000 円追加ガラス】*作り放題は 2000 円増し 

＜ピンク・金赤系＞ 1 部金を原料にしております。 

    後日割れることもありますが、綺麗なガラスです。 

＜アベンチュリン系・特色＞ キラキラした、濃いガラスです。     



★ガラス追加料金について   
 

ちよのの通常のガラス教室では 2 時間で小さいものを 50 個位作ります。 

1 年で小さいものを 1000 個程作り続け、体験で作るような大玉を作ります。 

ゆえに体験は解らないことも数多くありますが、作品は綺麗にできます。 

 

また、1 日体験は「楽で簡単・キレイ・失敗なし」を目指し、お勧めの基本

コースを考えてあります。 大きい物・数作りたい方・こだわりには追加料

金で対応してます。ご相談ください。 

 

【個数追加】 

とんぼ玉・サンド 1 個につき +1000 円 
 

【色追加】 ピンク・金赤 +1000 円/個 

ピンク・金赤は金を使って作ります。高価。 作り放題は+2000 円 
 

【パーツ・ツイスト棒使用】 

パーツやツイスト棒、種類により   +1000 円/個～ 

 

【特殊加工】 帯留め・スキ掛け・金銀ズミ・粉 

 サンド名前入れ他    +2000 円/個～ 
 

【見学について】 
観光地ではなく教室ですので授業料がかかります。1 日体験は、授業料 2500

円+材料費ですので見学者も授業料 2500 円/1 回かかります。 

小学校低学年のお子様は保護者の方がお付き添い頂くのが望ましいです。 

 



ちよの体験のお得なとこ！ 
★日本初！とんぼ玉作り放題体験！５０個！ 

 

①「大玉 2個トンボ玉体験」は講師がしっかり 

サポート。（普通１人では１年レッスンしないと作れません。） 

 

②「とんぼ玉作り放題体験」は教室のレッスン

と同じでお得です。 

（ご自身で簡単なものを３０～５０個ほど作ってください。） 

 

③こだわり応援致します！ 
 

④アジアのガラスにこだわり使用しています。 

 

 

★あなたのこだわり・ワガママ言ってください！ 

 難しいものも追加料金でお受けします。 



★作り放題の注意点★ 
 

*作り放題の技法は点打ちとマーブル 3 種です。 

時間内いくつでも作れますが、あくまでご自身で作るコース

です。短いガラスを使用します。 

無理そうなとき、または講師が危険を感じると大玉４個体験

に変更させて頂いております。安全第一でお願いいたします 

「日本初！とんぼ玉作り放題体験」はご自身が中心に作ってください。 

 

 

*難易度の高いこだわりワガママ作り放題は 10,000円（税別）です。 

 作り放題でもマンツーマンでシッカリ指導します。 

 

 

注＞基本は教えますが、これはマンツーマンではありませんので、

小さなものを中心にご自身で作って下さい。自分で作れそうな内容

の作品の作り放題です。教室同様上手くできた時に次の技を教えま

す。上手くできないとき危険を伴いますので、少し簡単な内容にな

ります。何回か通常の体験をされた方向きです。 
 

*作り放題体験でよくわからない方、上手くできない方、危険を伴いそうな方は、けが

を避ける為、通常のとんぼ玉Ｂ体験+αで対応させて頂きます。ご了承ください。 



★ガラスが初めての方へ 

作りやすい・割れないオススメのやり方 
 

ちよのの体験は他所にないほど盛りだくさんな内容になってます。 

体験ではできるだけトラブルのないものをオススメしてます。きれ

いなもの変わったものは割れやすくなっています。 

 

まず青・緑・黒色ガラス使用。 

細くて 30センチくらいの短めのガラスを選んで 

使います。マーブル玉を作る。２個目は点打ち玉。 
 

注★全コースペンダントひもは 1個分しかついてません。 

追加は+200 円/1本  ストラップに変更 +300円/1個 

 

★割れた作品補償の注意点★ 
 

作品は当方の基本コースのもの（完全破損）は、当日無料にてもう

一度作り直していただいております。ただ、ガラスは冷めに弱く意

外と割れやすいものです。オススメ以外のものは保証できません。  

★完全補償範囲・・大きさ 2センチまで地玉 1色使い。鉛ガラス使用（ピン

ク以外）技法点打ち・マーブル 3種のみです。 

注 ピンク・透明掛けは別料金ですが、当日・後日割れやすいです。

珍しい色はガラスの縮み方が不安定です。多めに作って下さい。 


