教室のご案内

花のあとりえ クランツ

！
出張フラワーレッスン
⼈気の

E-mail：shop@ﬂower-cranz.com
URL: www.ﬂower-cranz.com

TEL・FAX： 06-6353-8701

企業・組合・団体など、社員様向けの福利厚⽣を利⽤して
社員間のコミュニケーションにもおすすめします。

ハナワ ナンバーワン

花の⼼得は、サービス業やデザイン関連のお仕事にも役⽴ちます。
フラワーレッスンやフラワーデモンストレーションを⾏っています。
ホテルやレストラン、イベントなど集客にご利⽤下さい。

京橋本校

国道１号線

〒534-0024 ⼤阪市都島区東野⽥町 1-13-11
エクセレント京橋 201
開講⽇ ⽕〜⼟（⽉・⽇・祝は休校）
開講時間 10：30 〜 23：00
地下鉄⻑堀鶴⾒緑地線京橋駅１番出⼝から 1 分

花のあとりえ
クランツ

公益社団法人NFD公認校・JPFA 公認教室
地下鉄
１番出口

コナミスポーツ

①

地下鉄
谷町線

天王寺公園

天王寺駅

谷町線

4,000 円〜

11 名〜

10 名以下

4,500 円〜

10 名以下

⼭⻄ 恵⼦ 先⽣

花のあとりえクランツも、早いもので今年で創⽴ 20 年を
迎えることが出来ました。
多くのデザイナー達が巣⽴ち、各現場の第⼀線で活躍する
姿を⾒るたび、クランツの歴史を感じる今⽇この頃です。
これからは、⼥性も⾃⽴する時代、せっかくの資格も活か
さないともったいない。
趣味から⽣まれる出会いと⼈の輪、さらに⾃分を活かせる
次のステップへ「花のあとりえクランツ」は、がんばる貴
⼥を応援・サポートいたします。⼀緒に素敵な花を咲かせ
ましょう。楽しむ花から活かせる花へ！

「趣味」から「資格取得」までクランツにお任せください
Ｐ
GARDENER'S JAPAN
花のあとりえクランツ

海南
東 IC

●
オークワ

海南高校
●

● 和歌山
リサーチラボ
●ダイキ

370
●ＧＳ
至 白浜

海南
IC

三宮校

地下鉄三宮

〒650-0021 神⼾市中央区三宮町 2-11-1-604
センタープラザ⻄館 6 階

開催⽇は、ホームページをご覧ください。

阪急三宮
JＲ三ノ宮
Ｐ
センター
プラザ西館

センター
プラザ

さん
プラザ

三宮センター街

旧居留地・大丸前

フラワーロード

一緒に素敵な花を咲かせましょう。
楽しむ花から活かせる花へ ！

線 天王寺駅

近鉄阿倍
野橋駅

ＪА●

11 名〜

4,000 円〜

＜講師料＞
●１レッスン 20,000 円 ●受講者数が 20 名をこえる場合 10 名毎に
アシスタント 1 名（10,000 円／⼈）がつきます。
＜その他＞特別なレッスンカリキュラムのご相談を承ります。

主宰

開催⽇は、ホームページをご覧ください。

数

3,500 円〜

近鉄
百貨店

和歌⼭校
〒642-0017 和歌⼭県海南市南⾚坂 3-3
GARDENER'S JAPAN（ガーデナーズジャパン）

天王寺ＭＩＯ

地下鉄 御堂筋

しまむら●

⼈

ＪＲ
天王寺

海南中央公園

花材費（１名様あたり）

天王寺駅北口

至 大阪方面

ＪＲ海南駅

数

⑦ 地下鉄７番出口
三井住友銀行

至 天王寺

⼈

花のあとりえ

花のあとりえ 成光ビル
クランツ
３階

〒

開講⽇ ⽕・⽊・⼟（⽉・⽔・⾦・⽇・祝は休校）
開講時間 11：00 〜 21：00（⼟曜⽇は 18：00 まで）
ＪＲ環状線 天王寺駅 北⼝から徒歩３分。
地下鉄⾕町線 天王寺駅 ７番出⼝から 1 分

花材費（１名様あたり）

ﬂower design School

平田家具

天王寺校 TEL・FAX：06-6779-0687

ブリザ＆アーティフィシャル
フラワーレッスン

コムズ
ガーデン

京阪京橋駅

〒543-0056 ⼤阪市天王寺区堀越町 12-12
成光ビル 301

＜時間の⽬安＞
２〜３時間程度 内訳 レッスン：60 〜 90 分 準備＆⽚づけ：30 〜 60 分
＜花材費／最低⼈数＞

地下

橋駅
鉄京

ＪＲ京橋駅

学校関係、PTA、サークル活動、⼥⼦会、交流会など
花に対する基礎知識や扱い⽅など社会勉強にも繋がる勉強会に
ご利⽤ください。

フレッシュフラワーレッスン

花のある生活を愉しみませんか？
花

レッスンは完全予約制となっております。
開講時間は各教室、曜日により異なります。
詳しくはクランツホームページをご覧いただくか
直接お問い合せ下さい。

「CRANZ クランツ」とはドイツ語で「輪」の意味。
⼈の「和」を⼤切に、皆様に永く愛され続けるス
クールにしたいという思いを込めてネーミング
しました。とにかく、
アットホームでフレンドリー！
わがままのいえる教室です。

阪神三宮
そごう

国際
会館
三宮 花時計前

CRANZ 直営フラワーショップ 全国発送可
Flower shop

CRANZ
新森本店

〒535-0022 ⼤阪市旭区新森６-１-４
TEL：06-6957-8787
E-mail：shop@ﬂower-cranz.com
URL：www.shop-cranz.com
OPEN：10：00 〜 20：00 CLOSE：⽇曜⽇

The Flower's Atelier 〒534-0024 ⼤阪市都島区東野⽥ 4-5-41

Cocolo
京橋店

TEL：06-6357-8739
E-mail：info@cocolo-ﬂower.com
URL：cocolo-ﬂower.com/
OPEN：11：00 〜 20：00 CLOSE：⽇曜⽇

花ガール募集中！

体験入学 受付中！
お気軽にお問合せください。
花のあとりえクランツ

Ameba WEBSITE・SNS でクランツ情報配信中！

して！
はじめま

公益社団法人 NFD 公認校・JPFA 公認教室

花 の あとりえ

選べる

体験

クランツは頑張るあなたを応援します！

花のあとりえクランツでは、⽇本にいながら誰もが世界のトップデザ
イナーの素晴らしいテクニックや感性を、⾝近で⼿軽に勉強できるよ
うにと考えています。これも⼤切なスキルアップです。
クランツは常に他校にはない「⼀歩先」を⽬指します。

スクールの特徴
・
・
・
・
・

２０年間の実績、合格者１０００⼈以上
アクセス抜群、駅より１分、夜も２２時まで OK、⾃由予約で振替え OK
直営 SHOP にて現場⼒が養える（就職に有利）
フラワーデザイン歴１０年以上の経験豊かな講師陣が丁寧に指導いたします。
国内外の有名デザイナーの講習会や海外研修など有り

⼈気の初めてでも安⼼！ きっかけレッスン

コース料⾦

￥2,000

ご予約は京橋本校 TEL: 06-6353-8701
もしくはホームページよりお申込み下さい

NEW フラワーサロネーゼ養成コース

カリキュラム内容・時間、費⽤はお問合せ下さい。

ウエディングに関する基礎知識と必要な技術を
学んでいただけます。

＜クランツ フラワースクールの強み！＞

⼈気コース

フルール デュ スタイル パリス

NEW Fleuu du style Paris コース 〜パリのお花屋さんスタイル〜

NEW CRANZ プリザーブド ディプロマコース

（公社）ＮＦＤ資格取得コース

コース料⾦

いろいろなスタイルのブーケが作れるコース。
6 回完結で基本コースと上級のスキルアップ
コースがあります。

⼈気のブーケを毎回違う花で、６パターン製作します。
難しそうなテクニックも基礎からしっかり段階を踏ん
で学べるので、ブーケが楽しく習得できる⼈気のコー
ス。ベーシック終了後は更にトレンドを取り⼊れたス
キルアップコースへ

コース料⾦

コース料⾦

ブーケコース（ベーシック）6 回レッスン / 講習費 50,000 円（税抜）
ブーケスキルアップコース 6 回レッスン / 講習費 70,000 円（税抜）

ショップ開業コース
フラワーショップオーナー、教室開設を⽬指す
⽅の為のお花の仕事を開業まで丁寧に指導をします。
将来は花屋さんと考えている⽅、実際にショップで働き
ながら、実践で仕事を覚えます。もちろん、仕⼊れから
販売、営業ノウハウまで習得できます。
直営のフラワーショップを持つクランツだからできる⾃
慢のコース！
（早い⽅なら 3 ヶ⽉でショップ Open が可能）

回数 40 回（40 単位）3 級－￥120,000（花材費別）、オリジナルテキスト有り
期間中、回数無制限で練習可能

JPFA 資格 プリザーブドフラワーコース

3 級取得コース 120,000 円（花材費別）／ 2 級取得コース お問合せください。
1 級取得コース お問合せください。／ 短期集中あり。

ブーケコース

3 級・2 級・1 級、短期集中あり

ビギナー、アドバンス 全コース終了後試験に合格さ
れますとＣＲＡＮＺの登録教室として開講していただ
けます。終了後はフォローアップ致します。
初級コース 50,000 円（花材費込み）／ 中級コー
ス 150,000（花材費込み）／ 上級コース お問
合せください。

コース料⾦

季節の花遊びを楽しみながら資格取得！！
花のセンスを磨くと同時に、フローリスト・フラワーコーディ
ネーター・教室開業などをお考えの⽅には、NFD 認定のフラワー
デザイナー資格 3 級から 1 級が取得できるこのコースをお薦め
します。 合格保証制度あり、2.1 級は学科試験免除、いつもの
お教室で受験可能 （ 何回受講しても⼤丈夫！）

プリザーブドフラワーの特性を理解し活かせる
ために基礎からしっかり学び技術を⾝につける
コースです。

コース料⾦

厚⽣労働省認可の国家試験でフローリスト・ショップ
経営などプロを⽬指す⼀⽣ものの資格です。
当校の主宰者は、専⾨学校の講師を務め、毎年⾼い合
格率をほこります。

120,000 円（レッスン料･花代込み）他、諸費⽤要

⾃由花材を使⽤した 3 級〜 1 級の資格取得コース。
最新ヨーロピアンデザイン理論が学べます。

お待たせしました！
今⼈気のフランス スタイルの基礎から応⽤まで
トータルに学べるコースです。

初級クラス 6,000 円（花代込み）／ 中級クラス
6,500 円（花代込み）／ 上級クラス 7,000 円（花
代込み）

花のプロの為の国家検定試験に対応したコース。
3 級〜 1 級までの検定対策コースです。

レッスンは１２テーマ、受講後は⽇本フラワーデザイ
ナー協会 理事⻑名の「NFD ウエディングフラワーコー
ス修了書」( ディプロマ ) が発⾏されます。
コース料⾦

⽉２回レッスン / ⽉謝 3,000 円（花材費別）

フラワー装飾技能検定コース

初⼼者から経験者まで、クランツが開業、開講から運
営までサポートいたします。お花で⾃⽴、独⽴を考え
ている⽅に必⾒！
★成功する 10 の法則をクランツが伝授致します！

・ 受講回数無制限
・ ＮＦＤ 期間中は何度でも通える嬉しい制度
・ 独自のマニュアルで１００％合格率（合格保証制度有り）
・ 公認だから３・２級は、いつものお教室で受験可能（２級・１級は学科免除）

コース料⾦

コース料⾦

関⻄初！ 今、注⽬のフラワーサロネーゼ
ご⾃宅の 1 室をサロンのように、お花で⾃⽴を
考えている⽅の養成コースです。

＜海外研修＞

フランス、パリ伝統の基本技術、造形、デザインを
学びエレガントでモダンなスタイルがリーズナブルな
価格で習得します。将来、⽇仏フローラル園芸協会
DAFA のディプロマを⽬指すコースです。

四季折々の花を使⽤し、各⽉のイベントに応じてお花
をアレンジします。楽しく無理なく続けらけるレッス
ン内容で、趣味を⽬的とされる⽅向きのクランツ⾃慢
の⼈気コースです。

お申込みは 5 日前迄に
キャンセル不可

NEW ＮＦＤウエディングフラワーコース

（⾦額は全て税別）

季節の花を楽しみたい、趣味を⽬的とした
コースです。

ブーケ、アレンジ、プリザーブド、選べる体験レッ
スンは完全予約制です！開講時間は各教室・曜⽇
により異なります。お気軽にお問合せください。

コース料⾦

クランツ⾃慢のコース紹介

花あそびコース

コース料⾦

期間 3 ヶ⽉〜来校の上ご相談させて頂きます。

ブライダルブーケ１day コース

⽇本プリザーブドフラワー協会認定、今流⾏の
プリザーブドフラワープロを⽬指すコースです。

「ブライダルのお花は⾃分で」という⽅の単発
コース。ブーケ、ブートニアなど本番⽤に制作
します。

基礎から応⽤までをしっかり修得して、資格が取れる
安⼼のカリキュラムです。
クランツのレッスンは⾃由予約制（回数⾃由）で、
プリザーブドの⾼いテクニックが学べます。
JPFA のディプロマが発⾏されます。

流⾏オーダーブーケから、結婚式をより華やかにしてくれ
る装飾類の制作まで、ブライダルフラワーにまつわる事な
ら何でも学べる1回限りのコースです。
「ウエルカムフラワーボード」や「⾃分の為のに憧れのブー
ケを作りたい！」そんな貴⼥にお勧めの単発レッスンです！

基礎クラス 全 5 単位 / 受講料 50,000 円、デザインクラス 全 8 単位 / 受講料
120,000 円、開花クラス 全 4 単位 / 受講料 60,000 円
ディプロマ 取得コース 220,000 円

コース料⾦

レッスン代 10,000 円、花材費別途 （デザイン、花材によってかわります）
ブーケレッスン /5,000 円〜、ブートニアレッスン /2,500 円〜
その他、ブライダル装花、ウエルカムボードなど問合せ下さい！

