


・デザイン作成・プリント10分
（PC・昇華転写プリンター）
・転写5分（熱転写プレス機）
・冷却10分（季節により異なる）
・組⽴5分

 計30分
作業⼈数：2⼈体制

・直径200mm 厚み3mm
・置き台・秒針付き
・単三電池1個使⽤

携帯に⼊っているお気に⼊りのお写真、お好きなモチーフや⽂字を組み
合わせてオリジナルの時計が作れます。
お写真に⽂字を⼊れたり、ロゴやイメージキャラクターで作成も可能！
お⼦様の書いた絵をそのままプリントする事もできます！
イベントのみでなく、プレゼントや記念品にも⼈気です。

オリジナル時計

実施内容

サイズ

 
フォトフレームとして
置いておくだけでも

カワイイ♪



・デザイン作成・プリント10分
（PC・昇華転写プリンター）
・転写10分（熱転写マグカッププレス機）
・冷却10分（季節により異なる）

計30分
作業⼈数：2⼈体制

・11ozマグカップ(直径82ｍｍ⾼さ95ｍｍ)

・全⾯ホワイト
・⾚・黒・⻘・オレンジ・⻩⾊
（在庫状況みよって異なる）

携帯に⼊っているお気に⼊りのお写真、お好きなモチーフや⽂字を組み
合わせてオリジナルのマグカップが作れます。
お写真に⽂字を⼊れたり、ロゴやイメージキャラクターで作成も可能！
お⼦様の書いた絵をそのままプリントする事もできます！
イベントのみでなく、プレゼントや記念品にも⼈気です。

オリジナルマグカップ

実施内容

サイズ

カラー



・お絵描き（お⼦様によって異なる為、要相談）
・デザイン加⼯・プリント10分
（PC・昇華転写プリンターorカッティングシート）
・転写5分（熱転写プレス機）

 計30分
作業⼈数：2⼈体制

・ロンパース(80/90)カラー多数
・Tシャツ(100〜XXL)
・エコバッグ(⼤・中・⼩)
・デニムバッグ
・パーカー・トレーナー

携帯に⼊っているお気に⼊りのお写真、お好きなモチーフや⽂字を組み
合わせてオリジナルのグッズが作れます。
お写真に⽂字を⼊れたり、ロゴやイメージキャラクターで作成も可能！
お⼦様の書いた絵をそのままプリントする事もできます！
イベントのみでなく、プレゼントや記念品にも⼈気です。

オリジナルグッズ

実施内容

グッズ種類



ベースのしめ縄に、花材などをグルーガンで装飾して
いきます。

 計30〜60分

キットにして選んでいただく事をオススメします。

使⽤材料:しめ縄、花材、⽔引
必要備品:テーブル、椅⼦、電源、グルーガン

詳細

お気に⼊りの形や⾊、花材を選び1年の始まりを飾るおしゃれなしめ縄を作れます。
洋⾵なお家には勿論、⽞関の⾊に合わせた⾊味を選べば昔ながらのお家にも合うしめ
縄です。
便利なキットとしての販売も可能ですので、⼤⼈数のイベントにも最適です。

洋⾵しめ縄

実施内容



・椅⼦や三脚などに乗り、⾚ちゃんの真上から撮影し
ます。(撮影はお客様のカメラでお願いしております)
・撮影時間は、1組様5分程度。
・⾐装有りの場合は、1組様20分程度。(基本1着まで)

 計5〜20分

布や⼩物を並べてアートのような背景を作り、お⼦様を寝かせたり座らせたりして撮
影するお⼦様と⼀緒に作るアート写真です。
季節に合ったテーマをご⽤意しております。テーマにあった⾐装の貸出も可。
毎⽉開催し、1年分をカレンダーにするリピーター様も多い⼤⼈気イベントです。
撮った写真をTシャツにプリントしたり、マグカップにプリントする事で集客率が
UP!!

おひるねアート・おすわりアート

実施内容

撮影⾵景



オーガニックリップグロス 

ミツロウと各種オイルを湯煎で溶かし、カラー材を混ぜお好みの色し、保存用の容器
に入れ冷めたら出来上がりです。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1 名 /30 分
対応人数:1 時間 /6名
使用材料:ミツロウ、ひまし油、アロマオイル（お好みで）、マイカ（カラー材）、デジタル
スケール、ビーカー、ホットプレート、マドラー、お湯、グロス容器
必要備品:テーブル、椅子、電源
対象年齢:小学校低学年~

● 第一生命 

オーガニックリップグロスとは 



   

宝石石鹸

 
グリセリンソープをレンジ（湯せん）で溶かし、紙コップやビニール袋の中で好きな色を
つけて固め形を整えて出来上がりです。 
キラキラと光る宝石のような見た目も可愛い宝石石鹸はお子様の自由研究にも大人
気です。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1 名 /40~60 分 
対応人数:1 時間 /10名 
使用材料:紙、グリセリンソープ、色材、紙コップ、レンジ（ホットプレート）、割り箸
必要備品:テーブル、椅子、電源
対象年齢:小学校低学年から 

● ドコモショップ 
● ショッピングモール 

宝石石鹸 



   

アロマ虫除けスプレー＆かゆみ止め 

 
エッセンシャルオイルを使用して、自然派の手作りアロマ虫よけスプレー・かゆみ止めを作
ります。 
材料を順番に混ぜていくだけで出来上がりです。 
香りを楽しみながら虫を撃退できるなんて、ちょっと得した気分ですね。今年の夏の虫対策
は、ぜひアロマオイルの力を活用してみましょう！ 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1 名 /10~30 分 
対応人数:30分 /10名 
使用材料:精製水、無水エタノール、エッッシェンシャルオイル、容器
必要備品:テーブル、椅子 
対象年齢:小学校低学年から 

● ママフェス 
● 親子イベント 
● ナリス化粧品 

 

虫除けスプレー＆かゆみ止めとは 



歯固めジュエリー 

歯固めジュエリーとは、赤ちゃんや幼児が口にしても安心なママもおしゃれを楽し
めるアクセサリーです。歯が生える赤ちゃんの痛みを和らげる効果があります。ま
た、ママの髪の毛やネックレスを引っ張るなどを防止できます。 
ネックレスやベビーカーに取り付けられるクリップ型などもございます。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名20分〜
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:歯固めパーツ（シリコン・木製）、接着剤

必要備品:テーブル、椅子 
対象年齢:小学生〜大人

● ドコモショップ 
● イオンモール 
● ショッピングモール 
● ほっこりーの（ママイベント） 

歯固めジュエリーとは 



ハーバリウムボールペン 

ハーバリウムボールペンとは、ボールペンにハーバリウムオイルを入れ、、プリザー
ブドフラワーやパール・ビーズで飾り付けをします。 
自分好みの世界に一つだけのボールペンお出来上がりです。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名20分〜
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:ボールペン、オイル、花材、接着剤

必要備品:テーブル、椅子 
対象年齢:5歳~お年寄りまで

● ドコモショップ 
● ナリス化粧品 
● 住宅展示場 
● トヨタカローラ 
● ほっこり〜の(幼児向けイベント) 
● えどがわ楽市(キッズイベント) 
● イオンモール 

ハーバリウムボールペンとは 



アロマワックスサシェ 

溶かした蝋にお好みのアロマオイルで香りづけし、シリコンモールに流し込み、花材で
飾り付けし固めます。蝋への着色も可能です。 
リボンをつけ、壁にかけて使うインテリアフレグランスとしてご使用いただけます。 
 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:蝋、アロマオイル、花材、リボン、着色料
必要備品:テーブル、椅子、電源、ホットプレート、シリコンモール
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 
● ママサークル 

アロマワックスサシェとは 



レジンアクセサリー 

レジンアクセサリーとは、シリコンモールにレジンを入れスワロスキーやプリザーブド
フラワーなどでデザインし、UVライトで硬化させます。 
ネックレスやピアス(イヤリング)、キーホルダーなどになります。

 実施内容 

開催実績 

● ドコモショップ 
● ナリス化粧品 
● 第一生命 
● 日本生命 

 

レジンアクセサリーとは 

実施時間:1名 /30 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:シリコンモール、レジン、花材、UVライト
必要備品:テーブル、椅子、電源
対象年齢:小学校低学年~ 



アロマストーン 

石膏で作った花瓶風アロマストーンに水彩絵の具で色を塗り、お好みのプリザーブド
フラワーやソープフラワーを飾りつけます。 
アロマオイルを垂らし、癒しのアロマストーンの出来上がりです。 
壁掛けタイプやフレームタイプなど、お選びいただけます。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:アロマストーン、アロマオイル、水彩絵の具、花材(ソープフラワーなど)
必要備品:テーブル、椅子
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 
● 第一生命 

 

アロマストーンとは 



マカロンタワー 

マカロン型のキャンドルやクレイをタワーにしたり、お顔を描いてキャラクターに仕上
げたりできます。 
インテリアとしてお使いいただけます。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:マカロン型キャンドル（マカロン型クレイ）、各種装飾 
必要備品:テーブル、椅子、電源、ホットプレート
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 

マカロンタワーとは 



お正月飾り（洋風しめ縄） 

1年の始まりを飾るお正月飾り。 
洋風でおしゃれなしめ縄を作れます。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:しめ縄、花材、水引
必要備品:テーブル、椅子、電源、グルーガン
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 
● ナリス化粧品 
● 第一生命 
● 日本生命 
● ショッピングモール 

 

お正月飾りとは 



ソープフラワー 

ソープフラワーは石鹸で作られている良い香りがするお花のことです。 
本物のお花と見間違えるほど繊細にリアルに作られています。 
バラ・ひまわり・紫陽花などたくさんの種類があり、お好みの花束をお作りいただけま
す。 
※石鹸としては使えません。 
 
実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:ソープフラワー、紙コップ、
必要備品:テーブル、椅子
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 

ソープフラワーとは 



ハーバリウムフレグランス 

ガラス容器にフレグランス用ハーバリウムオイルを入れ、プリザーブドフラワーでデザ
インします。お好みのアロマオイルで香りをつけ、アロマスティックをさして出来上がり
です。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:容器、花材、オイル、アロマオイル、スティック
必要備品:テーブル、椅子
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 

ハーバリウムフレグランスとは 



ボタニカルキャンドル 

容器にプリザーブドフラワーや押し花を飾り付け、蝋を溶かしお好きなアロマオイルで
香りつけ流し入れ、固めます。 
写真キャンドルや手書きのメッセージ入りキャンドルも作れます。 
インテリアとしても芳香剤としてもキャンドルとしてもご使用していただけます。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /6名 
使用材料:蝋、ホットプレート、花材、写真やメッセージキャンドルの場合はプリンター、
ワックスシート、水
必要備品:テーブル、椅子、電源
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 第一生命 
● 住宅展示場 
● 保育園 
● ママサークル 

ボタニカルキャンドルとは 



バスボム 

重曹、クエン酸、コーンスターチを水で混ぜ、乾燥させるとお風呂でシュワシュワする
バスボムの出来上がりです。 
中におもちゃを入れたり、カップケーキ風に仕上げることもできます。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:重曹、クエン酸、コーンスターチ、水、アロマオイル、ハーブ、おもちゃ
必要備品:テーブル、椅子、電源、
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 

バスボムとは 



ハーブソープ 

石鹸の素を温めた精製水で練り、アロマオイルで香りをつけ、形を整えたらハーブを
まぶし、乾燥させて出来上がりです。 
飾っておくだけでも綺麗な、ハーブと優しい香りを一緒に練りこんだハーブ石鹸です。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~40 分
対応人数:1時間 /15名 
使用材料:石鹸の素、ハーブ、アロマオイル、精製水
必要備品:テーブル、椅子
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 
● ナリス化粧品 

ハーブソープとは 



アンデコールロゼット 

針も糸も使わずに、誰でも簡単に作成できるロゼットです！ 
お子様の可愛い写真やお名前をプリントして名札に。ベビーカーフックやワンちゃん
の迷子札などにも大活躍! 
 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:はさみ、ボンド、グルーガン、リボン、プリンター、各種装飾 
必要備品:テーブル、椅子、電源
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 第一生命 
● クリナップ 
● ほっこり~の(幼児向けイベント) 
● ママがく(ママ向けイベント) 
● 住宅展示場 

 

アンデコールロゼットとは 



   

手形足形アート 

 
お子様の手形や足形をスタンプでとり、そこにお顔などを付け足して動物モチーフに
仕上げたり、季節のモチーフに見立てたりして作品にしていくものです。 
季節に合ったテーマをご用意しております。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1 名 /30~60 分 
対応人数:1 時間 /10名 
使用材料:紙、スタンプ、ペン、マスキングテープ
必要備品:テーブル、椅子 
対象年齢:0 歳から 

● ドコモショップ 
● 第一生命 
● クリナップ 
● ほっこり~の(幼児向けイベント) 
● ママがく(ママ向けイベント) 
● イオンモール 

手形足形アートとは(毎月開催がおすすめ) 



クルクルキャンドル 

シート状のキャンドルをクルクル巻いたりこねたりして作るキャンドルです。粘土のよう
に手の熱で自由に形を変えられます。 
火も道具も必要ないため、小さなお子様でも安心して作業できます。 
 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
使用材料:キャンドルシート、キャンドル芯
必要備品:テーブル、椅子
対象年齢:3歳〜

● ドコモショップ 
● 第一生命 
● 日本生命 

 

クルクルキャンドルとは 



クリスマスイベント 

● クリスマスフレーム(2019年お客様1番人気) 
● クリスマスリース(2019年企業様1番人気) 
● クリスマスハーバリウム 
● クリスマスキャンドル 
● クリスマスBOX 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1名 /30~60 分
対応人数:1時間 /10名 
必要備品:テーブル、椅子、電源、
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 住宅展示場 

クリスマスにぴったりのイベント 



リボンウォッチ 

小さなお子様を抱っこされる方も、金属アレルギーで時計がけれなかった方も、ストレ
スフリーで簡単に着脱でき、そして華やかな可愛いリボンウォッチです。 
お子様用のキャラクターウォッチもございます。 

実施内容 

開催実績 

実施時間:1 名 /40~60 分
対応人数:1 時間 /6名 
使用材料:はさみ、ボンド、グルーガン、リボン、プリンター、各種装飾 
必要備品:テーブル、椅子、電源
対象年齢:小学校低学年~

● ドコモショップ 
● 第一生命 
● クリナップ 
● ほっこり~の(幼児向けイベント) 
● ママがく(ママ向けイベント) 

リボンウォッチとは 


