


ＫＡＯＲＵＫＯフラワーアカデミーとは 

ＫＡＯＲＵＫＯフラワーアカデミーは、業界初の総合研究機関として 

国際フラワーデザイン総合研究所の設立に伴い、 

同総研が主管するフラワーアカデミーとして 

パリ・ロンドン・イタリア・モナコ・ワシントン・ハワイ・中国など 

世界の花舞台を彩ってきたKAORUKOならではの洗練された色使いや 

技術技法など、他にないオンリーワンのセンスフルなデザインや 

ファッショントレンドを取り入れた最先端のカリキュラムを 

全国のフラワー教室とパートナーシップを提携し運営されています。  

  

今日、日本各地に数々のフラワー教室が存在する中、 

『誰から習うか？』『どこで習うか』が求められる大切な価値観。 

ＫＡＯＲＵＫＯスタイルを学ぶことは、 

豊かな心と教養・技術までも学べるとあって 

大好評です。  

上海万博 日本代表 2010年6月 唯一無二                          
ＫＡＯＲＵＫＯ「ゆれるブーケ」 
専科コースを銀座校で開講中！ 
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体験レッスンや初心者の方へ 

ＫＡＯＲＵＫＯフラワーアカデミー  
はじめてのレッスン編 

2.ご入会について 

体験レッスンや趣味のお楽しみコースを経て 

コースにお入りいただく際にご入会となります。 

銀座校にご来校または、ＫＡＯＲＵＫＯホームページのスクール案内の 

「お申込みフォーム」からお申込みができます。 

郵送・ＦＡＸでも申し込み用紙に必要事項を記入の上、お手続きが可能です。  

まずは、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。 

住所：東京都中央区銀座5-8-3 柴山ビル４階 
TEL：03-6274-6021   FAX：03-6274-6022 

 ホームページ 

3.レッスン会場と開催日について 

銀座校 

会 場： ＫＡＯＲＵＫＯフローリスト銀座4階フラワーサロン 
住 所：東京都中央区銀座5-8-3 柴山ビル４階 
電 話：03-6274-6021 
交 通：地下鉄銀座駅下車 A5出口すぐ・JR山手線有楽町駅 徒歩5分     
開催日時：随時開催（事前に事務局にお問い合わせ下さい） 

渋谷校 住所：港区北青山２丁目 

たまプラーザ校 住所：横浜市青葉区新石川3丁目 

 ＫＡＯＲＵＫＯ 
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1.体験レッスンについて 

経験豊富なアカデミー講師陣が、丁寧にお教え致します。  

初めての方、興味ある方は、一度お気軽にお友達とご一緒にご参加いかがですか？ 

当日準備頂く物は、筆記用具のみです。 

はさみなどは、事務局にて準備しますので、ご安心です。 

※お花代費用も体験レッスン費用に含まれております。  

※体験レッスン後に、引き続きスクールにお申込み頂くと 

その分の単位と費用は、免除となります。 

※随時、新作が発表され習うことが出来ます。 

 詳細は、アカデミー事務局（TEL：03-6274-6021）へお問合せ下さい。 

随時受付中（要予約）  

ロンドン校 住所：日本クラブ Piccadilly Circus 2nd floor, 
    Samuel House, 6 St. Albans StreetLondon SW1Y 4SQ 



5.受講料のお支払い方法 

受講料等のお支払いは、以下の通りとなります。 

初回レッスン前日までに、指定口座にお振り込み頂くか、 

初回レッスン当日ご持参下さい。 

（尚、お振込み頂いた際には、お振込みお控えを必ずご持参下さい。）  

6.休会手続きをされる場合 

◆休会希望をされる場合は希望日の１ヶ月前までに 

 事前に休会届を提出して頂きます。 

              …詳しくは、アカデミー本部総合案内までどうぞ。  

◆休会届提出日から１年間は会員有効期間とし、 

 入会金を支払うことなくレッスン受講を再開することができます。  

【振込口座】 

三菱東京UFJ銀行 東戸塚支店 普通 0226430  株式会社ＫＡＯＲＵＫＯ  

※途中退会する場合、やむを得ない場合を除きご返金いたしませんのでご了承下さい。。 

※休会届を提出した場合、まとめてお支払い頂いた受講料は、 

 レッスンを再開される際の受講料に充当されます。 

    （但し、休会届を提出した日から１年間を有効期限とさせて頂きます。）  

※花材費は別途かかりません（レッスン費用に含まれております） 

 但し、単位内容により変更する場合があります（事前に連絡します）  
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4.レッスン日の変更・振替・キャンセル 

レッスン日の変更・振替が以下の通り受付可能です。 

予定日の変更・振替のご連絡は予定していたレッスン日の３日前迄に  

電話またはＥメールにてご連絡下さい。 

 

 ※ただし、定員の都合上、ご希望に添えない場合もございます。 

 ※ご連絡が期限より遅くなりますと受付出来ませんのでご注意下さい。 

 （花材・資材の仕入れ等の都合により） 

 ※ご連絡がない場合は、別途花材費をお支払い頂きますのでご了承下さい。  

7.退会手続きをされる場合 

◆退会を希望する場合は退会希望日の１ヶ月前までに退会届を提出して頂きます。 

◆途中退会する場合、お支払い済みの受講料の返金はできませんのでご了承下さい。 
◆受講コースが修了した場合は、退会届は不要です。 
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8.会員継続について 

◆受講終了後の会員有効期間は１年間とし、期間内に次のコースへ進む場合、 

 入会金は不要となり大変お得です。 

◆但し、期間（１年後以降）が経過し、新規コースを改めて受講される場合は、 

 再度入会金が必要となります。  

9.禁止事項について 

当アカデミーを利用するにあたり、 

以下に該当する又はその恐れのある行為を行ってはならないものとします。 

 

・公序良俗に反する行為 

・法令に違反する行為 

・犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行為 

・他の利用者、第三者、当アカデミーの権利を侵害する行為 

・他の利用者、第三者、当アカデミーに不利益を与える行為 

・他の利用者、第三者、当アカデミーを誹謗、中傷する行為及び 

 名誉・信用を傷つける行為 

・宗教の勧誘 

・商業用の宣伝又は勧誘を目的とする行為（連鎖販売取引等他人を勧誘する行為） 

・当アカデミーの運営を妨害する行為 

・その他、弊社が不適当と判断する行為 

10.資格取得後のバックアップ制度について 

◆独立開業へのバックアップ制度が豊富です。 

◆差別化へのライセンスや技法、直輸入ファッショナブルアーティフィシャルや 

 資材の会員仕入れ特典などございます。 

◆KAORUKO世界の舞台に参加し研鑽をつむことが出来ます。 

東レppoテニスでフラワーコーディネートを担当。 
シャラポワ選手他 世界のトッププレーヤーの 
勝利のブーケを担当 

多くの雑誌に取材掲載 

著書多数 



ＫＡＯＲＵＫＯフラワーアカデミー 

選べる４つのカリキュラムコース  

花の基礎全般となります。（生花・プリザ＆アーティ） 

講師・指導者・フラワーサロネーゼを目指す資格取得をお考えの方や 

趣味・教養のフラワーアレンジメントとして生活を彩るレッスンです。 

※花材費用込み 

※希望単位（回数）のみ受講可能。 

※単位取得テストなし。 

※週1でも月1でも短期集中でも受講可能。 

※修了者には認定講師の資格を授与、 

 習ったカリキュラムを指導することも出来ます 

※修了書・認定証登録費 別途費用  

 総合コースでは、専門的な中・上級コースもあります。 

オリジナル技法による「ゆれるブーケ」資格取得者は 

ブーケデザイナーとしてウエディングビジネスへの活躍の道が開かれます。 

 芸術作品としてお部屋飾りとしても楽しめます。 

※修了者には「ゆれるブーケ認定資格」を授与。 

※花材費用込み 

※特級修了者には、「天使ライセンス」を授与。 

※週1でも月1でも短期集中でも受講可能。 

※修了書・認定証登録費 別途費用  

初めての方向けの「初級」から、 

経験者用の中級・上級・特級コースを設定 

テレビなどで話題の唯一無二のKAORUKOオリジナル 

「ゆれるブーケ」が学べるあこがれの特別専科コース 

入会金（初回のみ）  10,000円（税別） 

受講料 （1単位1,500円～8,000円） 

総合コース初級（前期） 

入会金（初めての方のみ）       10,000円（税別） 

受講料   中・上級 ＜12単位＞   250,000円（税別） 

     （初心者でもお入りいただくことが出来ます） 

      プリザーブドコース・アーティフィシャルコースの 

      いずれか認定資格取得後は補講により、他方も認定取得可能です。          

      特級   ＜4単位＞ 200,000円（税別） 

      ※中・上級を経て生花のゆれるブーケとなります 

※初級前期 全12単位（生花 4単位・プリザ＆アーティ 8単位） 

※花材費用込み 

※週1でも月1でも短期集中でも受講可能。 
※修了書・認定証登録費 別途費用 

日本のブライダルフラワーの第一人者としてこの仕事を開拓してきました。 

そのノウハウをすべて系統だてて学べるコースです。 

ウエディングの基礎・コーディネイトやオリジナル 

ウエディングのデザインやプロデューススキル・ 

空間演出装花などが学べる 

総合プロフェッショナルコース 

入会金（初めての方のみ）         10,000円（税別） 

受講料 中級・上級 ＜12単位＞ 250,000円（税別） 

     （初心者でもお入りいただくことが出来ます） 

ウエディングの現場にスタッフとして勉強参加制度 

YUMI KATSURA東京グランドコレクションの 
フラワーデザインを１９９９年より担当 
スタッフとして国内外のショーへ勉強参加制度 



Ⅰ.プリザ＆アーティ専科  ディプロマコース(ラグジュアリーフラワー専科)  

Ⅱ．アーティフィシャルフラワー専科 ディプロマコース 

世界各国から直接KAORUKOが買いつける「綺麗色」といわれる 

ここだけのアーティフィシャルフラワーで洗練のデザインを学びます。 

プライマリーコース・ディプロマコースどちらから選択できます。 

KAORUKOの提携してきたプリザーブドフラワーと上質なアーティフィシャル
フラワーのフュージョンは美意識の高い女性に圧倒的に支持をされています。 

すぐ取れる資格！！ 

独立開業への近道ここだけのバックアップも 

Ⅲ．生花専科 ディプロマコース 

「極めるためにならう」から「生活を楽しむ」ための 

ファッションとしての花ととらえるコースです。 
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プライマリーコース＜8単位＞ （1単位1,500円～8,000円） 

  入会金   10,000円（税別） 

  修了証書  30,000円（税別） 

  プライマリー講師 授与 

ディプロマコース   ＜4単位＞ 80,000円（税別） 

  入会金   10,000円（税別） 

  修了証書  50,000円（税別） 

  ディプロマ講師 授与 

プライマリーコース＜8単位＞ （1単位1,500円～8,000円）   

  入会金   10,000円（税別） 

  修了証書  30,000円（税別） 

  プライマリー講師 授与 

ディプロマコース   ＜4単位＞ 32,000円（税別） 

  入会金   10,000円（税別） 

  修了証書  50,000円（税別） 

  ディプロマ講師 授与 

プライマリーコース＜8単位＞ （1単位1,500円～8,000円）   

  入会金   10,000円（税別） 

  修了証書  30,000円（税別） 

  プライマリー講師 授与 

ディプロマコース   ＜4単位＞ 32,000円（税別） 

  入会金   10,000円（税別） 

  修了証書  50,000円（税別） 

  ディプロマ講師 授与 

※Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ いずれもプリザ＆アーティ 8単位、生花 4単位 修了後、 

 認定講師の資格を授与。 

※習ったカリキュラムを指導することが出来ます。 



開講日は決まっていますか？ 

随時、受付しております。 

KAORUKOフラワーアカデミーでは、 

個人カルテによって、丁寧に学べますので、安心です。 

レッスンの振り替えはできますか？  

受講料のお支払方法は、どのようにしますか？ 

花材費や資材費の費用の支払いは？  

単位制レッスンですので、ご都合に合わせて受講ができます。 

※例えば毎週１回、１ヶ月に１～２回、時間がない方は短期集中も可能です。 

   

花材の仕入れの都合上、出席予約をお願いしています。 

予約変更する場合は、１週間前までにご連絡頂ければ受付可能です。  

 

当日、欠席した場合は？ 

花材は2・3日間保管していますので、取りに来られることを条件にお渡しすることが
あります。詳しくは、アカデミー本部へお問い合わせ下さい。  

基本的に開講前に一括納入して頂きます。お支払い方法は指定銀行へ振り込み 

または、ご来校のうえ現金のお支払のいずれかです。 

分割払い(ローン)でのお支払いをご希望の方はアカデミー本部へお問い合わせください。 

 

体験レッスンや趣味のお楽しみコースはその都度払いや、 

お得な3回チケット（10％OFF）がございます。 

教材費として花材代は別途かかりません。 

すべてレッスン費用に含まれております。 

但し、カリキュラムによって資材費が実費で必要な場合があります。 

その場合は、事前にご説明しますのでご安心下さい。 

その他、吸水性スポンジ、ワイヤー、テープ類などの資材が必要な場合は 

アカデミーで販売していますので、いつでも割引価格でお買い求めいただけます。  

よくある質問 Q&A 
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準備するものは、何ですか？  

必要に応じて事前にきちんとご案内します。 

レッスンは、どのような感じですか？  

当アカデミー認定講師が、個人カルテによって、それぞれの科目・能力に沿って 

丁寧に、わかりやすく、楽しく学ぶことができます。 

初めての方や不安の方には、体験レッスンも随時受付（要予約）しております。 

お気軽に、先ずはお問合せ下さい。 

生徒は何名参加していますか？  

少人数制を基本としています。講師は通常１～２名です。 

きめ細かい内容で、アットホームな満足レッスンだと好評です。 

受講の年齢層は？  

１０代から８０代までの方々がお見え頂いております。 

 60歳を過ぎてからの体験レッスンも大歓迎です。 

アカデミーでは、どのような講師が教えているのですか？  

世界が認めるKAORUKOデザインの認定資格を持った講師が 

責任を持って運営しています。 

また、コース修了した受講者にもアシスタントの登用制度もあります。 

詳細は、アカデミーホームページをご参照下さい。 

コースが修了した際、もっとスキルアップしたい時は？ 

本部サロンで、更なる知識・技法を極めるアップグレードコースをご用意しています。 

また、様々なオープンキャンパス制度もございます。 

体験レッスンについて、教えて下さい。  

体験レッスンする場合は、入会金は、不要です。 

ただし、費用は１回3,000円～（レッスン・花材費込）となります。 

体験レッスンは、１回のみ。 

その後にコース希望の場合は、その１回分は単位に振り替え可能で、大変お得です。 

ご希望の方は、事前に予約の上、参加費は振込または当日ご持参下さい。 
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レッスンに持っていくものは？  

ハサミはお貸し出ししていますので、お持ち頂かなくても結構です。 

必要な場合は、筆記用具をお持ちください。 

また、お持ち帰り袋をご用意ください。 

そのほか、ご不明な点はご遠慮なくお電話で・・・ 

アカデミーホームページからも受付しております。  

・東京本社  

・銀座サロン 

・ロンドンオフィス 

・横浜サロン／銀座校／青山校／たまプラーザ校／ロンドン校 

・全国ブロック支部認定校 

・全国認定教室 

・アトリエ木更津  
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〒104-0061 
東京都中央区銀座5-8-3 柴山ビル４階 
 

TEL：03-6274-6021  FAX：6274-6022 

E-Mail：contactus@kaoruko.co.jp 


