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2017 年 10 月 27 日 

 リーガロイヤルホテル（大阪） 
 

【クラフトレッスンのご案内】                        
 

 

 

リーガロイヤルホテルの文化教室「エコール ド ロイヤル」 

クリスマス気分を盛り上げる１Day クラフトレッスン６講座を開催  

11月 24日（金）より順次開催 

 

リーガロイヤルホテル（大阪市北区中之島、総支配人 田辺 能
よし

弘
ひろ

）の文化教室「エコール ド ロイ

ヤル」では、クリスマスをテーマにしたクラフトレッスンの 1Dayレッスンを、11月 24日（金）から順次 

6講座開講します。 

初めての方も気軽にご参加いただけ

るクラフトレッスンです。ワインカラーのフ

ェザーツリーや、ブラックのフリルリボンを

たっぷり使ったドラマティックなリボンリー

スなど、6講座を開講します。 

“世界にひとつ”の作品は、ご自身でお

楽しみいただくだけでなく、プレゼントや

ホームパーティの演出にも最適です。 

  

 詳細は、次頁です。 

 

開催日 講座名 時間 料金 

11/24（金） 
ワインフェザーのクリスマスツリー（2 日程開催） 

13:30～15:30 
15,000 円 or 

9,000 円 

※大きさによ

り異なります 11/25（土） 10:30～12:30 

11/29（水） オルゴールと LED ライトで彩るプリザーブドフラワーアレンジ 13:30～15:30 8,800 円 

12/1（金） リボンリース～ブラック＆ゴールドのゴージャスなクリスマス～ 13:30～15:30 9,500 円 

12/3（日） スノードームの万華鏡 13:30～16:00 9,800 円 

12/7（木） 日比谷花壇のﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ「シック×クール 煌くオーバルリース」 13:30～15:30 10,800 円 

12/８（金） 天使の小さなビクトリアン小皿（トレイ） 13:30～15:30 7,800 円 

 

【申し込み･問い合わせ】  リーガロイヤルホテルの文化教室 エコール ド ロイヤル 

電話予約：06-6441-2938（直通） 

受付時間：9：30～17：00（日･祝日休み）  

インターネット予約：https://www.rihga.co.jp/osaka/culture 

 

 

 

＊＊＊＊ 本件に関する取材の問い合わせ先 ＊＊＊＊ 

リーガロイヤルホテル グループサービス部門 広報担当 村田
む ら た

 真弓
ま ゆ み

、高橋
たかはし

 佐
さ

都
と

 

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 5-3-68 

TEL. 06-6441-1684（直通） FAX. 06-6441-1474 

https://www.rihga.co.jp/osaka/culture
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11/24（金）13:30～15:30 

11/25（土）10:30～12:30  

11/29（水）13:30～15:30 星降る町のホワイトクリスマス オルゴールと LED ライトで彩る プリザーブドフラワーアレンジ  

12/1（金）13:30～15:30 リボンリース～ブラック＆ゴールドのゴージャスなクリスマス～ 

エコール ド ロイヤル 2017 クリスマス公開講座 レッスン概要 

 

 

 

ワインカラーにシャンパンゴールドのアクセントが入ったフェザーツリーのベースに、ピンクの

おしゃれなアーティフィシャル・プリザーブドフラワーを使い、ロマンティックな大人かわいい

上品なクリスマスツリーを作ります。 

【講 師】 柳生まどか（フラワーデザイン柳生代表） 

【場 所】 11/24 13:30～15:30：｢エコール ド ロイヤル｣（ウエストウイング 2階） 

         11/25 10:30～12:30：パレロイヤルルーム（ホテル地下 1階） 

【受 講 料】 大サイズ（高さ 43cm×横幅 35cm）：15,000円、 

 小サイズ（高さ 33cm×横幅 25cm）：9,000円 

（いずれも材料費・税込み） 

【お持ち物】 ハサミ 

※ キャンセル締切日 11/17（金）17:00 

※ ご予約時にご希望のお日にちと作品サイズの申し出要。 

 

 

 

 

シックなシャンパンゴールドがテーマのプリザーブドアレンジ。背景には優しいオルゴールの音

色で「ジングルベル」が鳴り、オレンジ色の LEDライトが白い街並に輝きます。アレンジだけで

も飾れます。バラの色はワインレッド＆モーブピンク、ホワイトシャンパン＆モーブピンクから

選べます。 

【講 師】 清水 麻子（フラワースタジオ Mai代表） 

【場 所】 エコール ド ロイヤル（ウエストウイング 2階） 

【受 講 料】 8,800円（茶菓付・材料費・税込み） 

【作品サイズ】 アレンジ：高さ 15cm×横幅 45cm×奥行 15㎝ 

LEDオルゴールボックス：横幅 27cm×奥行 7cm×高さ 26㎝ 

※ キャンセル締切日 11/22（水）17:00  

※ ご予約時にバラの色（ワインレッド＆モーブピンク、 

ホワイトシャンパン＆モーブピンク）申し出要。 

 

 

 

 

ブラックのフリルリボンをたっぷり使ったドラマティックなリボンリースを作ります。 

飾りのロゼット部分にフランス製リボンを使用しています。 

【講 師】 斉藤 有希（FLEUR BLANCHE主宰） 

【場 所】 パレロイヤルルーム（ホテル地下 1階） 

【受 講 料】 9,500円（茶菓付・材料費・税込み） 

【作品サイズ】 直径約 25㎝ 

【お持ち物】 ハサミ 

※ キャンセル締切日 11/24（金）17:00  

 

柳生まどかの大人かわいい上品なクリスマス  ワインフェザーのクリスマスツリー 
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12/3（日）13:30～16:00 スノードームの万華鏡 

12/7（木）13:30～15:30 日比谷花壇のフラワーアレンジメント 「シック×クール 煌くオーバルリース」 

12/8（金）13:30～15:30 天使の小さなビクトリアン小皿（トレイ） 

 

 

 

 

クリスマスにぴったりのスノードームの万華鏡を作ります。スノードームとして飾るだけでな

く、覗いた瞬間幻想的な世界が広がる万華鏡としても楽しめます。 

万華鏡は本格的なオイルタイプで仕上げます。 

覗いて楽しい、クリスマスのお得なクラフトレッスンです。 

【講 師】 鈴木 明子（カレイドスコープ・フォトン主宰） 

【場 所】 ｢エコール ド ロイヤル｣（ウエストウイング 2階） 

【受 講 料】 9,800円（材料費・税込み） 

【作品サイズ】 高さ約 12cm×横幅約 10cm 

※ キャンセル締切日 11/28（火）17:00 

 

 

 

 

 

 

シックなパープルやブルーをメインカラーにしながらもクールなきらめきをプラスしたオーバル

型のリースを作ります。ちょっぴりいつもとは違う幻想的なリースです。 

【講 師】 花井 結城子 

（日比谷花壇インストラクター、フラワー装飾技能士 1級） 

【場 所】 パレロイヤルルーム（ホテル地下 1階） 

【受 講 料】 10,800円（材料費・税込み） 

【作品サイズ】 高さ約 43cm×横幅約 37cm×奥行約 7cm 

※ キャンセル締切日 11/30（木）17:00  

 

 

 

 

 

 

天然物の貝をメイン素材に、カルトナージュの技法とビーズやリボンの飾りを施した、天使

が舞うビクトリアンテイストの作品を作ります。 

お色はピンク、ブルー、クリームから選べます。 

【講 師】 山田 鈴子（アトリエ ZuZu代表） 

【場 所】 パレロイヤルルーム（ホテル地下 1階） 

【受 講 料】 7,800円（材料費・税込み） 

【作品サイズ】 約 8cm×7cm 

（※ 天然貝のため、大きさにバラツキがあります） 

※ キャンセル締切日 12/1（金）17:00  

 

 

 


