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スマホケース講座 認定資格取得の流れ

[受講生] スマホケース認定資格講座の料金を認定講師へ支払う

[認定講師] ショップからスマホケースキットを購入する＆申請する

[認定講師] レッスンを実施して審査表を提出する

[受講生] 講師講習を受講する

[受講生] デモレッスンを開催してレポートを提出する

[受講生] 認定講師の登録申請を行う

[受講生] 年会費を支払う



スマホケース認定資格講座の料金を認定講師へ支払う

スマホケース認定資格講座の料金 71,000 円（税込 76,680円）を

受講者から支払っていただきます。

【金額内訳】

スマホケース講座受講料：51,000円（税込55,080円）

※全4作品 10時間、材料費・レッスン代込

認定申請料：20,000円（税込21,600円）



スマホケース認定資格講座の料金を認定講師へ支払う

Q、レッスン時間がオーバーしてしまう場合はどうしたらいいですか？

レッスン時間が10時間をオーバーしてしまう場合は、別途レッスン料がか

かる旨をご説明し、レッスン料をお支払いいただいてください。



Q、支払い方法に決まりはありますか？

協会として、特に決まりはありません。

クレジットカードやネットショップでの支払いは手数料がかかりますので、

銀行振り込みや現金払いが一般的となっています。

Q、分割で支払っていただくことは可能ですか？

認定講師の裁量で可能です。

ただし、協会から購入するスマホケースキットは一括支払いのみとなります。

スマホケース認定資格講座の料金を認定講師へ支払う



スマホケース認定資格講座のお金の流れ

レッスン・材料費
51,000円（税込55,080円）

認定申請料
20,000円（税込21,600円）

合計
71,000円 （税込76,680円）

講師講習費
3,500円（税込3,780円）
※講師講習受講者のみ

年会費
270円/月or3,240円/年
もしくは
1,080円/月or12,960円/年

受講生 認定講師 協会

レッスン費
0円
材料費の70％
21,700円（税込23,436円）
認定申請料50％
10,000円（税込10,800円）

合計
31,700円（税込34,236円）

レッスン費
20,000円（税込21,600円）
材料費の30％
9,300円（税込10,044円）
認定申請料50％
10,000円（税込10,800円）

合計
39,300円（税込42,444円）

講師講習費
3,500円（税込3,780円）
※講師講習受講者のみ

年会費
270円/月or3,240円/年
もしくは
1,080円/月or12,960円/年



ショップからスマホケースキットを購入する＆申請する

BASEショップにアクセスをして、スマホケースキットを購入してください。

https://rejeflower.official.ec/items/6142855

パスワード： rejeflower11

https://rejeflower.official.ec/items/6142855


【購入時注意点】

Lesson2、 Lesson4で使用するガーベラのカラーを2色選び、

キット購入時の備考欄に記入してください。

※時期によって在庫カラーが異なります。

掲載のカラーより2色お選びください。

記入例：

赤とターコイズの2色でお願いします。

ショップからスマホケースキットを購入する＆申請する



【注意事項】バラのカラーについて

プリザーブドフラワーを使用していますが、同じ色でもロットによって、

多少色合いが変わることがございますのでご了承ください。

ショップからスマホケースキットを購入する＆申請する



Q、カラーの記入を忘れた場合はどうしたらよろしいでしょうか？

お手数ではございますが、メールにてご連絡いただけますようよろしくお

願いいたします。

support@rejeflower.com

件名：スマホケースキットのカラーについて

ショップからスマホケースキットを購入する＆申請する

mailto:support@rejeflower.com


Q、注文してからどれぐらいで発送されますか？

1週間を目安に発送をさせていただきますので、日程に余裕をもってご注文

ください。

ただし、年末年始及び長期休暇の場合、お時間をいただくことがあります。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

ショップからスマホケースキットを購入する＆申請する



レッスンを実施して審査表を提出する

4作品のレッスン終了後、指定のフォームからレポートを提出してください。

▼スマホケースカリキュラム審査表

https://forms.gle/saBM3zQ4mwWwNSXc9

※通過規定を満たしていないケースが多発をしています。

必ず通過規定の文章を確認の上、チェックを付けてください。

https://forms.gle/saBM3zQ4mwWwNSXc9


レッスンを実施して審査表を提出する

Q、スマホケースカリキュラム審査表は誰が提出すればよろしいですか？

スマホケースカリキュラム審査表を記入するのは認定講師となります。

受講者ではありませんのでご注意ください。



レッスンを実施して審査表を提出する

Q、Facebookグループへの受講者の招待はどうすればいいですか？

認定講師はスマホケースレッスンを終了して、審査表を提出した後に、

受講者をスマホケース認定講師用グループへ招待をしてください。

▼日本レジュフラワー協会 スマホケース認定講師用グループ

https://www.facebook.com/groups/727472094066530/

https://www.facebook.com/groups/727472094066530/


スマホケースカリキュラム通過規定

Lesson1

・花を散らしたデザインにしている。

・ 15枚以上の花を使用している。

Lesson2

・花を散らしたデザインにしている。

・レジュレのサイドの処理はまっすぐにのせた形状で

仕上げている。

Lesson3

・全面を花で埋め尽くしている。

・花の処理を綺麗に行っている。

・穴部分の処理を綺麗に行っている。

・パールのまわりにブリオンを配置したデザインを取り入

れている。

・スマホケース全体をレジュレで覆う作業をしている。

Lesson4

・全面をお花で埋め尽くしている。

・ガーベラを使用している。

・パールのまわりに、ブリオンを配置したデザインを取り

入れている。



講師講習を受講する

講師としての活動を希望する場合は、講師講習の受講は必須となります。

受講者への講師講習の案内は、カリキュラム審査終了後に協会が行います。

▼講師講習お申込みフォーム

https://goo.gl/forms/rPMmbzJcDXVhEN0o2

▼講師講習日程

https://www.facebook.com/groups/727472094066530/permalink/974868729326864/

https://goo.gl/forms/rPMmbzJcDXVhEN0o2
https://www.facebook.com/groups/727472094066530/permalink/974868729326864/


講師講習を受講する

Q、講師講習はオンラインでも受講可能ですか？

PCもしくはスマートフォンでも受講をすることができます。

▼オンラインで受講する方法

https://ameblo.jp/moyupon/entry-12450320281.html

https://ameblo.jp/moyupon/entry-12450320281.html


講師講習申し込み方法

Step１ 講師講習の申し込みをする

https://goo.gl/forms/cPIiFATWLvhBAxHV2

Step２ 講師講習費をBASEから支払う

講師講習費 3,500円（税込3,780円）

https://rejeflower.official.ec/items/19913851

パスワード： rejeflower11

https://goo.gl/forms/cPIiFATWLvhBAxHV2
https://rejeflower.official.ec/items/19913851


デモレッスンを開催してレポートを提出する

3人にデモレッスンを行って、レポートを提出してください。

▼講師講習デモレッスンレポート提出フォーム

https://goo.gl/forms/RvARIJHiqUg0jgy63

https://goo.gl/forms/RvARIJHiqUg0jgy63


デモレッスンを開催してレポートを提出する

Q、デモレッスンレポートは誰が提出すればよろしいですか？

デモレッスンレポートの提出は、デモレッスンを実施した受講者が行って

ください。

Q、デモレッスンは無料で行ってよろしいですか？

講師として活躍するためのシミュレーションですので、デモレッスンは必

ず有料で行ってください。



デモレッスンを開催してレポートを提出する

Q、デモレッスンのデザインはどうすればよろしいでしょうか？

協会としてのデザイン指定はありません。認定講師紹介ページに、様々な

デザインが掲載されていますので、参考にしていただければと思います。

▼日本レジュフラワー協会講師紹介

https://rejeflower.com/rejeflowerinstructor/

https://rejeflower.com/rejeflowerinstructor/


デモレッスンを開催してレポートを提出する

Q、デモレッスンは、いつまでに行えばいいですか？

講師講習を受けてから２か月以内に、３名以上にでもレッスンを行ってく

ださい。



認定講師の登録申請を行う

デモレッスンの通過後、認定講師申請フォームより申請をお願いいたします。

▼レジュフラワー認定講師申請フォーム

https://goo.gl/forms/z1yhcryOgOmeSaQ2

https://goo.gl/forms/z1yhcryOgOmeSaQ2


認定講師の登録申請を行う

Q、ディプロマはいつ発行されますか？

毎月20～25日にディプロマの制作を行って、月末に発送をいたします。



認定講師の登録申請を行う

Q、いつから認定講師として活動することができますか？

・デモレッスンの審査を通過

・年会費の支払い完了

以上を完了した段階で、認定講師として活動していただくことができます。

ディプロマの到着を待つ必要はありません。



認定講師の登録申請を行う

Q、登録情報に変更があった場合はどうすればよろしいですか？

変更申請フォームより、申請を行ってください。その際、変更のない箇所は

記入をしていただかなくて大丈夫です。

▼講師登録情報の変更申請フォーム

https://goo.gl/forms/1midmXUNxURba9Hr1

https://goo.gl/forms/1midmXUNxURba9Hr1


年会費を支払う

日本レジュフラワー協会の認定講師として、ご活動していただくために、

会員費のお支払いしていただく必要があります。一般会員かサポート会員

のどちらか片方に、お申込みいただければ大丈夫です。なお、会員費をお

支払いいただいていない場合は、レジュフラワーの技術や名称を、ご利用

することができませんので、ご注意いただければと思います。

▼一般会員 / 月額払い(270円)

https://paymo.life/shops/70f3f2ded9/standard1

▼一般会員 / 年払い(3,240円)

https://paymo.life/shops/70f3f2ded9/standard365

▼サポート会員 / 月額払い(1,080円)

https://paymo.life/shops/70f3f2ded9/support1

▼サポート会員 / 年払い(12,960円)

https://paymo.life/shops/70f3f2ded9/support365

https://paymo.life/shops/70f3f2ded9/standard1
https://paymo.life/shops/70f3f2ded9/standard365
https://paymo.life/shops/70f3f2ded9/support1
https://paymo.life/shops/70f3f2ded9/support365


年会費を支払う

Q、一般会員とサポート会員内容の違いを教えてください

▼サポート会員

一般会員の内容に加えて…

・各種販促物が一般会員よりも割引

・横浜レッスンスペースのレンタルが50%割引

・毎日配信！集客に役立つ100のアイデア

・集客方法を学ぶセミナー動画(応用編)を5本配信

▼一般会員

・レジュフラワーオリジナル商品の購入が、

一般価格より30%の割引価格で購入

・30日で身につける！売れるハンドメイド講師の心構え

・改善点がわかる無料ブログ診断を受けられる

・横浜レッスンスペースのレンタル

・集客方法を学ぶセミナー動画(基礎編)5本配信

・復習用カリキュラム技術動画配信



年会費を支払う

【注意事項】月払いと年払いについて

年払いの場合の会員期限は、どのタイミングでお申し込みをいただいても、

申し込み年の12/31までとなります。 月額払いの場合は、月単位でのお支

払いとなりますので、年の途中でお申し込みをいただいても、不利になる

ことはありません。



一般会員・サポート

会員内容一覧



ディスプレスミュージアム会員(一般・サポート会員) 

日本レジュフラワー協会の認定講師は、

無料でディスプレイミュージアムの会員となることができ、

割引価格にてご購入いただくことができます。



ディスプレスミュージアム会員(一般・サポート会員) 

①申込書をダウンロードする

http://ur0.work/SL3t

※Excelの申し込み書を印刷し、記載していただくか、電子のままで

下記申請フォームより申請してください。

②ディスプレイミュージアム会員申込書を提出する

https://goo.gl/forms/7cIrJeJC9swb1xsh2

※お申込みいただいてから1～2週間ほどでディスプレイミュージアム様より

直接会員カードがご自宅へ郵送されてきます。

http://ur0.work/SL3t
https://goo.gl/forms/7cIrJeJC9swb1xsh2


ディスプレスミュージアム会員(一般・サポート会員) 

記入時の注意点

記入なし

申請日

本人名前教室名もしくは屋号

自宅住所

メールアドレス

起業している場合は起業年月日
もしくは教室を始める日

レッスンを開催している時間帯
例）10時～16時

決まっていればその曜日。
なければ不定休。



イベント告知サポート(一般・サポート会員) 

ご自分のブログで投稿されたイベント告知記事を、日本レジュフラワー協会のイベント告知ページでもご紹介い

たします。あわせて開催後についても、ご自分のブログで投稿されたイベントの開催記事を、日本レジュフラ

ワー協会のイベント開催報告ページでもご紹介いたします。ただし、自宅レッスンや場所借りレッスンは対象外

となりますのでご注意ください。

▼イベント告知の申請フォーム

https://goo.gl/forms/osQdLKoWRA44DAQj1

▼イベント開催報告の申請フォーム

https://goo.gl/forms/44hvrwj3JHfjlYwZ2

https://goo.gl/forms/osQdLKoWRA44DAQj1
https://goo.gl/forms/44hvrwj3JHfjlYwZ2


コラム紹介サポート(一般・サポート会員) 

ご自分のブログで投稿されたノウハウ記事を、日本レジュフラワー協会でもご紹介いたし

ます。ただし、画像や文字数が少なすぎるものなどについては、掲載対象外となる場合が

ございますので、ご注意いただければと思います。

▼コラム記事の申請フォーム

https://goo.gl/forms/3tBdrWHyxGQMNpHr1

https://goo.gl/forms/3tBdrWHyxGQMNpHr1


レジュフラワーオリジナル商品が一般価格より30%割引(一般・サポート会員)

日本レジュフラワー協会オリジナルUVレジン液レジュレが

一般価格より30%割引購入できます。

25g 1,512円

50g 2,873円



ブログ診断(一般・サポート会員)

７項目100点満点であなたのブログを採点を行います。

ブログ集客をするために

改善すべき点が今すぐわかります。

https://www.facebook.com/groups /727472094066530/permalink /1103484439798625/

https://www.facebook.com/groups/727472094066530/permalink/1103484439798625/


30日で身につける！売れるハンドメイド講師の心構え(一般・サポート会員)

多くのお客様に来ていただくためには、

技術以外にも様々なことを知らなければなりません。

活躍するハンドメイド講師となるために、

身につけるべき知識をご案内します。



集客方法を学ぶセミナー動画基礎編を5本配信(一般・サポート会員)

継続的に集客していくためには、集客方法について学ぶ必要があります。

まず最初に学ぶべき５テーマのセミナー動画です。

・好きな事を仕事成功するためのマインド設定

・初心者がまず知るべきブログ集客のキホン

・人にシェアしたくなる記事の作り方

・あなたのファンを作るためのSNS活用術

・あなたの価値を高めるブランディング作り



復習用カリキュラム技術動画配信(一般・サポート会員)

学んだ技術に確認したい場合、いつでも再復習をすることができます。

また、生徒様に対して、認定講座のご提案をいただく際にも、

いつでも復習できて安心というトークとしても、

ご利用をしていただくことも可能です。

▼スマホケース技術復習動画

https://www.facebook.com/groups /727472094066530/permalink /1197983167015418/

https://www.facebook.com/groups/727472094066530/permalink/1197983167015418/


横浜レッスンスペースのレンタル(一般・サポート会員)

平日の月曜日と金曜日の9～17時までの間、1時間単位でレッスンスペース

の貸し出しを行います。1テーブルにつき、4名まで同時にレッスンを行う

ことができます。最低2時間から1時間単位で、ご利用いただけます。

一般会員1,000円/時間

サポート会員500円/時間



各種販促物が割引購入(サポート会員のみ)

協会オリジナルデザインの名刺とパンフレットを

割引購入していただくことができます。



集客方法を学ぶセミナー動画応用編を5本配信(サポート会員のみ)

基礎編のセミナー5本に加えて、さらに一歩進んだ内容として

学ぶべき内容を5本のセミナー動画としてまとめています。

・夢をカタチにするための「わたしプロジェクト」

・大切な仲間を見つけるための人脈作り

・思わずクリックしたくなる記事タイトルの作り方

・リピート率82%！もう一度レッスンに来てもらうためにすべき3ステップ

・実績作り！ワークショップを開催するための営業方法



毎日配信！集客に役立つ100のアイデア(サポート会員のみ)

講師として活躍するためには、

先生としてみられる必要があるので、

様々な知識を身に着ける必要があります。

集客に必要となるかもしれない情報を、

100のアイデアとして学ぶことができます。



支部制度



支部制度の目的

今までは本部による対応がメインで、日本レジュフラワー協会の理事や事

務局との、縦のつながりが中心でした。支部制度を設けることより、認定

講師同士の繋がりをつくることで交流を深めていただき、仲間と協力をし

ていける、横のつながりづくりを行っていきます。

▼日本レジュフラワー協会支部一覧

https://rejeflower.com/chapter/

https://rejeflower.com/chapter/


支部制度の仕組みについて

〇〇支部 ××支部 △△支部 □□支部

日本レジュフラワー協会

Aさん

Bさん
Cさん

支部メンバー



支部の申し込みの流れ

Step1 支部参加の申し込みフォームより申請を行う

https://forms.gle/zRx18YJYMVpEEiJE9

Step2 支部長からのご連絡で、支部への参加が可能となります。

参加申請があった方の支部への参加可否については、支部長に一任の形となっています。ご希望に添えない場合

がありますので、その点、ご了承ください。

https://forms.gle/zRx18YJYMVpEEiJE9


支部の申し込みの流れ

Q、支部は何個まで所属ができますか？

2か所まで所属をすることができます。3か所以上は所属ができませんので、

その場合は、どこかの支部を退会をする必要があります。

▼支部退会申請フォーム

https://forms.gle/7K6M8frsNHuEnJcE8

https://forms.gle/7K6M8frsNHuEnJcE8


支部所属規程

日本レジュフラワー協会支部(以下支部)は本協会の基礎をなす組織で、本協会を支援するとともに緊密なる連繋を保ち、日本レジュフラワー協会の振興発展を目的とする団体となります。

日本レジュフラワー協会の認定講師は、どなたでも入会できます。ご希望の支部に2個まで所属をすることができます。

また新しく支部を結成する場合は、支部規程に記載されている支部開設条件を満たすことで、支部開設申請をできます。

1.支部メンバーは、レジュフラワーの普及発展を目的とし、日本レジュフラワー協会及び支部の方針に沿って普及活動に協力する。

2.支部への参加は、所定のフォームより希望の支部への参加申請を行い、当該支部長の承認をもって加入となる。

3.支部メンバーは、加工技術の向上、集客技術の向上に努める。

4.支部メンバーは、日本レジュフラワー協会及び他支部と協力して、必要な普及活動を行う。

5.支部を退会する場合、所定のフォームより、日本レジュフラワー協会にその旨を届け出る。

6.義務を怠った時、または信頼関係を著しく傷つける行為または事実が明らかになった時には、支部メンバーの認定を取り消すことがある。



支部開設



支部開設の条件

▼支部開設のお申込み条件

・認定講師を5名以上輩出をしている

▼継続条件

・月に1回以上、交流の場(お茶会やセミナーなど)を開催する



支部開設のお申込みの流れ

Step1 支部開設の申し込みフォームより申請を行う

https://forms.gle/foj1xx37krsmNow29

Step2 承認後、メンバー募集のフォームを協会が発行をする

Step3 支部メンバーの募集を行う

https://forms.gle/foj1xx37krsmNow29


支部長のメリット

・協会オリジナル商材(レジュレ)を20％オフで購入できる

・協会サイトに支部が掲載、紹介される

・イベント出展時に割引クーポンの配布を行うことができる



支部長のメリット

・協会オリジナル商材(レジュレ)を20％オフで購入できる

・協会サイトに支部が掲載、紹介される

・イベント出展時に割引クーポンの配布を行うことができる



支部開設規程

日本レジュフラワー協会支部(以下支部)は本協会の基礎をなす組織で、本協会を支援するとともに緊密なる連繋を保ち、日本レジュフラワー協会の振興発展を目的とする団体となります。

1.支部はレジュフラワーの普及発展を目的とし、日本レジュフラワー協会の方針に沿って普及活動に協力する。

2.支部の結成は、日本レジュフラワー協会の認定講師5名以上輩出をもって認め、日本レジュフラワー協会への支部開設の届け出を行い、承認を得ることを条件とする。

3.支部名称は、申請時に日本レジュフラワー協会に届出を行い、承認を得ることを条件とする。

4.支部への参加申請は、日本レジュフラワー協会が準備したフォームを利用し、支部メンバーの募集を行う。

5.支部は所属メンバーの加工技術の向上、集客技術の向上、所属メンバーの継続及び増加、その他必要な普及活動を行う。

6.支部は日本レジュフラワー協会及び他支部と協力して活動を行う。

7.支部長は、支部運営に関する一切の責任を持つ。

8.支部長の特典

－協会オリジナル商材(レジュレ)を20％オフで購入可能

9.支部お申込み条件

－認定講師を5名以上輩出している

10.支部継続条件

－月に1回以上、交流の場(お茶会やセミナーなど)を開催する

11.支部を解散する場合、日本レジュフラワー協会にその旨を届け出る。

12.日本レジュフラワー協会は支部が義務を怠った時、または信頼関係を著しく傷つける行為または事実が明らかになった時には、支部認可(更新手続きを含む)を取り消すことがある。



協会認定スキルアップコース



協会認定スキルアップコースの目的

認定講師の方には、認定講座だけではなく、様々な技術を学んでほしいと

いう想いから、協会認定スキルアップコースを準備しています。

協会認定スキルアップコースを取得することで、認定証や終了証を発行で

きるレッスンを行うことができるようになります。



認定スキルアップコースの位置づけ

協会認定スキル
アップコースA

【必須】
スマホケース講
座

スマホケース・スマホ認定講座

協会認定スキル
アップコースB

【必須】
スマホ講座

協会認定スキル
アップコースC

【必須】
スマホケース講
座
スマホ講座

協会認定スキル
アップコースD

【必須】
スマホケース講
座

日本レジュフラワー協会

認定講師
オリジナルコースA

認定講師
オリジナルコースB

認定講師
オリジナルコースC

認定講師
オリジナルコースD

協会公認

協会非公認



協会認定スキルアップコース開設のメリット

認定証、終了証が、協会より発行されるので、

受講者は安心してレジュフラワーの名称を使うことができます。

日本レジュフラワー
協会認定講師の方

認定講師以外の方

協会認定スキル
アップコースを受講

認定書発行

学んだ技術でレッスンや販売が可能
受講済みのスキルアップコースを開催可能

修了書発行

趣味で楽しむことができます。
※レッスン・販売はできません



認定スキルアップコース受講規程

【認定スキルアップコースについて】

1.認定スキルアップコース(以下「コース」)の受講が終了してレポート提出後、一般社団法人日本レジュフラワー協会(以下「協会」)より、認定証もしくは終了証を発行する。

2.コース要件となる協会の認定講師資格を持つ受講生は、認定証発行後に当該コースの開講および作品の販売が可能となる。

協会の認定講師資格を持たない、もしくはコース要件となる認定資格をお持ちでない協会認定講師の受講者は、修了後に当該コースの開講および作品の販売は行うことができない。その場合、コース要

件を満たす認定資格を受講することで、認定証が発行をされ、当該コースの開講および作品の販売が可能となる。

3.コースレッスンを行う場合は、コース発案者の定めた専用教材を購入してレッスンを行う。

4.協会に所属する認定講師が発案したコースは、コース発案者の所有物であり、著作権、企業秘密、その他の関連法規により保護されております。カリキュラム内容をインターネットでの開示、カリ

キュラム複製、コピーを禁止する。

5.資格喪失と停止について

・協会や認定講師の名誉を傷つける行為があった場合は、無条件で会員資格、 講師資格とその権利を全て喪失する。

・お申し出なく年会費未払いの場合、協会本部の判断により会員資格喪失となる。

6.協会からご退会の際は、認定証およびカリキュラムは返却する。

【認定スキルアップコース作品販売・レッスン規定】

1.受講完了して、認定証を持つコースについては、レジュフラワーRの名前を使って、レッスンや販売ができる。

2.協会およびコース発案者の名声、信用、技術性、芸術性がそこなわれる作品の販売があった場合は 販売内容の確認、変更依頼の告知の後、一定期間をもって販売の中止となる場合がある。

3.協会およびコース発案者の名声、信用、技術性、芸術性がそこなわれる作品デザインでのレッスン開催が あった場合は作品の確認、変更依頼の告知の後、一定期間をもって該当レッスンの中止となる

場合がある。



協会認定スキルアップコース開設



協会認定スキルアップコースの目的

認定講師の方の数も増え、いろいろなアイデアが生まれるようになり、カ

リキュラムの内容にとどまらない、今までになかった新デザインなどが多

く出てきて、うれしく思います。

・もっと多くの技術が生み出してほしい！

・もっと多くの技術が普及してほしい！

日本レジュフラワー協会として、心からこのように思っています。そこで、

あなたの技術を、協会認定のスキルアップコースとして認定をすることで、

あなたのオリジナルコースを普及させるお手伝いをいたします！



協会認定スキルアップコース開設のメリット

・日本レジュフラワー協会の認定コースとなる

・日本レジュフラワー協会が受講完了証書を発行される

・日本レジュフラワー協会がコース普及の支援する



協会認定スキルアップコース開設のメリット

【独自のコースの場合】

・自分一人で宣伝を頑張るしかない

【協会認定スキルアップコースの場合】

・協会から支援がある

・カリキュラムのテキストデータ制作をしてもらえる

・認定証、終了証が、協会より発行される

・講座受講者がでるたびに講座使用料がはいる



協会認定スキルアップコース開設のメリット

協会から支援があるので、

自分一人で宣伝するよりも広まりやすくなります。

・日本レジュフラワー協会の公式サイトに掲載される

・認定講師へコースの紹介がされる

・コースへの信頼性が高まる



協会認定スキルアップコース開設のメリット

孫以下の認定料の
20%を受け取ることができる

講師料

キット代

協会認定料

・講座受講者がでるたびに講座使用料がはいる

自分が教えない場合でも、協会認定スキルアップコースが受講された場合、

コース利用として認定料の20%を受け取ることができます。



協会認定スキルアップコースの料金モデル

3項目の合計額が協会認定スキルアップコース料金となります

講師料

3,000円/1時間以上の単価とする

キット代

必要な材料＋レジュレ25g

協会認定料

一律15,000円

合計額が、
協会認定スキルアップコース料金



協会認定スキルアップコースの料金例①

例）P*ハンドメイドアクセサリー天然石コース

(3作品､8時間、単価3,000円､材料費14,000円、【前提資格】スマホケース講座)

講師料3,000円×8時間+材料費14,000円+ 認定料15,000円

【内訳】

講師料、24,000円

材料費、14,000円

認定料、15,000円

コース料金、53,000円

= 53,000円



協会認定スキルアップコースの料金例②

例）P*ハンドメイドアクセサリー押し花コース

(5作品､10時間、単価3,000円､材料費20,000円、【前提資格】スマホケース講座)

講師料3,000円×10時間+材料費20,000円＋認定料15,000円

【内訳】

講師料、30,000円

材料費、20,000円

認定料、15,000円

コース料金、65,000円

= 65,000円



協会認定スキルアップコースの仕組み

協会認定スキルアップコースA
コース開設者：鈴木

受講者B 受講者C

受講者A” 受講者B” 受講者C ”

鈴木(子)

鈴木(ひ孫)

受講者A

受講者B* 受講者C*受講者A*

鈴木(孫)



資格お申込みの流れ(子の場合)

例) 鈴木先生_天然石スキルアップレッスン

講師料24,000円(8時間×単価3,000円)、キット代11,000円、認定料15,000円、計50,000円

鈴木

鈴木_天然石スキルアップレッスン_受講者

①コース料金を支払う

50,000円

⑤修了書・認定書送付

日本レジュ
フラワー協会

④修了書・認定書申請

15,000円

②レッスンキット、

※レッスンキット代11,000円

③レッスン

※講師料24,000円



資格お申込みの流れ(子の場合)

例) 鈴木先生_天然石スキルアップレッスン

講師料24,000円(8時間×単価3,000円)、キット代11,000円、認定料15,000円、計50,000円

１、受講者が、鈴木先生へ資格のお申込みする

２、受講者が、鈴木先生へ50,000円お支払いする

３、鈴木先生が材料キットを準備して、受講者へ発送をする

４、受講者は鈴木先生のところでレッスンを受講をする

５、講座完了後、鈴木先生は協会へ申請を行い、15,000円の費用を支払う

６、協会への振込確認後、協会より受講者へ証明書が送られる

７、受講者は、 鈴木先生_天然石スキルアップレッスンコースを自分でも開講できる※1



資格お申込みの流れ(孫以下の場合)

鈴木

鈴木_天然石スキルアップレッスン
_資格講師

②レッスンキット購入
11,000円 ⑥修了書・認定書送付

日本レジュ
フラワー協会

⑤修了書・認定書申請
15,000円

③レッスン

キット送付

例) 鈴木先生_天然石スキルアップレッスン

講師料24,000円(8時間×単価3,000円)、キット代11,000円、認定料15,000円、計50,000円

鈴木_天然石スキルアップレッスン_受講者

①コース料金を支払う
50,000円

④レッスン
※講師料24,000円

⑦コース料
3,000円



資格お申込みの流れ(孫以下の場合)

例) 鈴木先生_天然石スキルアップレッスン

講師料24,000円(8時間×単価3,000円)、キット代11,000円、認定料15,000円、計50,000円

１、受講者が、スキルアップレッスン資格講師へ資格のお申込みする

２、受講者が、スキルアップレッスン資格講師へ50,000円お支払いする

３、スキルアップレッスン資格講師は、鈴木先生から材料キットを11,000円で購入する

４、鈴木先生からスキルアップレッスン資格講師へキット送付

５、スキルアップレッスン資格講師がレッスンを行う

６、講座完了後、スキルアップレッスン資格講師は協会へ申請を行い、15,000円の費用を支払う

７、協会への振込確認後、協会より受講者へ証明書が送られる

８、受講者は、 鈴木_天然石スキルアップレッスンコースを自分でも開講できる※1



認定スキルアップコースお申込みのお金の流れ

▼子の場合

受講者 、支払50,000円

鈴木、35,000円(講師料、24,000円 + 材料費、11,000円)

協会、15,000円(認定料)

▼孫以下の場合

受講者 、支払50,000円

鈴木、11,000円(材料費)+3,000円(コース利用料)

スキルアップレッスン資格講師、24,000円(講師料)

協会、12,000円 (認定料)



協会認定スキルアップコース申請の流れ

Step1 コースコンセプトを固める

Step2 コース内容を固める

Step3 コース作品を制作する

Step4 コースの説明テキストを作成をする

Step5 日本レジュフラワー協会によるコース審査

※コースづくりの事前相談は行いますので、お気軽にご相談ください



協会認定スキルアップコース承認の要件

• コースの前提となる認定資格を受講している

• 認定講師を3名以上輩出している

• 花とレジュレをすべての作品で使っている

• コースのコンセプトがある

• 作品数が3 or 5作品のコースとなっている

• 各課題1.5時間以上となっている

• 講師料の設定単価が3,000円以上となっている

• 他の認定スキルアップコースと取得技術内容が50%以上被っていない



協会認定スキルアップコース廃止の要件

・1年間のコース受講者が6名以下の場合

・コース提供者として、ふさわしくない対応が生じた場合



認定スキルアップコース受講規程

1.認定スキルアップコース(以下「コース」)の開講は、日本レジュフラワー協会の認定講師3名以上輩出をもって認め、日本レジュフラワー協会(以下「協会」)へ、所定のフォームに従ってコース開講届

け出を行い、承認を得ることを条件とする。

2.認定スキルアップコース(以下「コース」)の受講が終了してレポート提出後、一般社団法人日本レジュフラワー協会(以下「協会」)より、認定証もしくは終了証を発行する。

3.コース要件となる協会の認定講師資格を持つ受講生は、認定証発行後に当該コースの作品販売およびレッスンが可能となる。

協会の認定講師資格を持たない、もしくはコース要件となる認定資格をお持ちでない協会認定講師の受講者は、修了後に当該コースの作品販売およびレッスンを行うことができない。その場合、コース

要件を満たす認定資格を取得することで、認定証が発行をされ、当該コースの作品販売およびレッスンが可能となる。

4.コース発案者は材料キットを準備し、注文があった場合は、発送の対応をする。

5.協会に所属する認定講師が発案したコースは、コース発案者の所有物であり、著作権、企業秘密、その他の関連法規により保護されております。カリキュラム内容をインターネットでの開示、カリ

キュラム複製、コピーを禁止とする。

6.コース発案者は、当該コースに関する一切の責任を持つ。

7.1年間で1名もコース受講者がいなかった場合、コースの認定を取り消しとする。ただし、新たにコース受講者が出た場合は、再度認定コースとなる。

8.コースを停止する場合、日本レジュフラワー協会にその旨を届け出る。

9.協会はコース発案者が義務を怠った時、または信頼関係を著しく傷つける行為または事実が明らかになった時には、コース認可を取り消すことがある。



FAQ



レジュフラワーについて

Q、レジュフラワーの名称の利用について教えてください

レジュフラワーは商標を取得をしております。該当の認定講座の資格を取

得していない場合は、レジュフラワーの名称利用をすることはできません。



レジュフラワー認定講座について

Q、資格取得をした後は、どのような形で活動が出来ますか？

お客様からオーダーを承ること、ネット販売や委託販売等で作品を販売、

お教室業やイベント講師としてレジュフラワーのレッスンを行うことがで

きます。



レジュフラワー認定講座について

Q、スマホケース講座の資格のみしか取得していませんが、スマホケースの

レッスンや販売は可能ですか？

スマホケース講座のみしか取得していない場合は、スマホケースのレッス

ンや販売を行うことはできません。スマホケース講座も取得する必要があ

ります。



レジュフラワー認定講座について

Q、スマホケース講座の資格のみしか取得していませんが、スマホケース講

座のレッスンや販売は可能ですか？

スマホケース講座のみしか取得していない場合は、スマホケースのレッス

ンや販売を行うことはできません。スマホケース講座も取得する必要があ

ります。



レジュフラワー認定講座について

Q、レジュフラワーのレッスンやワークショップイベントを行うにあたり、

協会で定められた料金設定はありますか？

特にございませんが、イベントの際は主催者様や、会場のオーナー様とお

話し合いの上、お決めください。



レジュフラワー認定講座について

Q、体験レッスンを開講するにあたって、作成していただく作品に指定はあ

りますか？

協会指定のデザインは特にありません。他のお教室と作品が重複してし

まっても問題はございません。



レジュフラワー認定講座について

Q、商品オーダーを承った際に、協会で定められた料金設定はありますか？

特にございません。ご自身でお決めいただいて結構です。



レジュフラワー認定講座について

Q、商品オーダーを承った際に、協会で定められた料金設定はありますか？

理事の三上や平松のお教室もだけではなく、他の認定講師の先生のお教室

で受けていただいても大丈夫です。各先生方によって作品の特徴や得意な

技法も異なりますし、先生方同士の交流も大切なので是非、色んなお教室

に行かれてみてはいかがでしょう。



レジュフラワー認定講座について

Q、スマホケース講座またはスマホケース講座を受講したいが、趣味として

受けたいと生徒様から言われたら？

資格を取得をしても、教室の開講をせずに自分の趣味としてお楽しみいた

だくことができます。



レジュフラワー認定講座について

Q、スマホケース講座またはスマホケース講座の教材（道具）の一部が不要

と言われたらどうしたらいいですか？

UVランプ等、ご自身でお持ちの道具がある方もいらっしゃるかと思います

が、道具は一式揃えてのお渡しとなります。



レジュフラワー認定講座について

Q、未成年は資格の取得をすることができますか？

レジュフラワー認定資格講座の受講年齢制限はありませんが、未成年者が

講座を受講するためには 親権者より同意書を受領することが必要となりま

す。受講終了後に認定証をもらうことはできますが、18歳未満の場合は認

定講座を開講することはできません。レッスンの開催、販売については法

律その他法令に則ってください。

▼未成年者の講座受講に関する同意書のダウンロード

https://rejeflower.com/wp-content/uploads/2018/09/4e7e925aa6616312cefd6e21d61df9bb.doc

https://rejeflower.com/wp-content/uploads/2018/09/4e7e925aa6616312cefd6e21d61df9bb.doc


認定資格取得後について

Q、自分のお教室の生徒様が資格カリキュラムを完了したらどうしたらいい

ですか？

以下のフォームより審査表の提出をお願いいたします。

▼スマホケースカリキュラム審査表

https://goo.gl/forms/sNPLIbb1sroJBXBF2

▼スマホケースカリキュラム審査表

https://goo.gl/forms/m1c01l1dRpwnKH0r1

https://goo.gl/forms/sNPLIbb1sroJBXBF2
https://goo.gl/forms/m1c01l1dRpwnKH0r1


認定資格取得後について

Q、講師講習は受講必須ですか？

資格のみの取得をご希望されているのであれば不要となります。ただ、将

来的にお教室業、販売を行いたいと言うことであれば、受講が必須となり

ますので、生徒様へもその旨お伝えください。



認定資格取得後について

Q、講師講習はいつ受講できますか？

講師講習の日程をご確認頂き、フォームよりお申込みをお願いいたします。

▼講師講習の日程について

www.facebook.com/groups/727472094066530/permalink/974868729326864/

▼お申込みフォーム

goo.gl/forms/rPMmbzJcDXVhEN0o2



認定資格取得後について

Q、講師講習はオンラインでも受講可能ですか？

PCもしくはスマートフォンでも受講をすることができます。

▼オンラインで受講する方法

ameblo.jp/moyupon/entry-12450320281.html



認定資格取得後について

Q、デモレッスンは、いつまでに行えばいいですか？

講師講習を受けてから２か月以内に、３名以上にでもレッスンを行ってく

ださい。レッスン終了後は、以下のフォームよりレポートの提出をお願い

いたします。

▼デモレッスン提出フォーム

https://goo.gl/forms/RvARIJHiqUg0jgy63

https://goo.gl/forms/RvARIJHiqUg0jgy63


認定資格取得後について

Q、引越しをして住所等が変わってしまいました。その場合はどうしたらい

いですか？

変更申請フォームにご入力頂き、お申し出ください。

変わっていない部分については入力頂かなくても結構です。

▼講師情報変更フォーム

https://goo.gl/forms/1midmXUNxURba9Hr1

https://goo.gl/forms/1midmXUNxURba9Hr1


資材について

Q、レジュレを購入するにはどうしたらいいですか？

レジュフラワー協会の資材購入ページからお買い求めください。

https://rejeflower.official.ec/

パスワード： rejeflower11

https://rejeflower.official.ec/


資材について

Q、レジュレはどれくらいの波長で硬化しますか

365nm付近で硬化します。



資材について

Q、協会へ資材を注文すると、発送はいつ頃してくれますか？

毎週月曜日と木曜日に発送をしており、それぞれ、前日までにご注文頂い

た分までを発送いたします。ただし、年末年始、お盆期間中については例

外となるため、その際は協会ホームページやFacebookグループにて告知い

たします。ご確認ください。



資材について

Q、花材やパーツの購入については、指定はありますか？

特にございません。仕入先は皆さまの任意となります。なお、当協会は横浜ディスプレイミュージアム様とブ

ルー会員の提携をしており、会員になりますと、割引価格にて資材をお買い求め頂くことが可能です。

▼横浜ディスプレイミュージアムHP

http://www.displaymuseum.co.jp/

▼お申込みフォーム（電子版）

https://goo.gl/forms/7cIrJeJC9swb1xsh2

※お申込み頂いてから１～２週間ほどで、横浜ディスプレイミュージアム様より、直接会員カードがご自宅へ郵

送されます。

http://www.displaymuseum.co.jp/
https://goo.gl/forms/7cIrJeJC9swb1xsh2


割引クーポンについて

Q、割引クーポンの流れ

体験レッスン時に割引クーポンを提示することで、1,000円引きで受講する

ことができます。なお割引金額は協会負担となりますので、指定のフォー

ムより提出していただくことで、後日返金を受けることができます。

支部長参加のイベント等で配布が行われます。



割引クーポンについて

Q、体験レッスン割引クーポンご利用の流れ

【体験レッスン時の受講者手続き】

１、日本レジュフラワー協会LINE＠に登録する

２、LINEトークでクーポンに記載されている数字を投稿する

３、表示されたクーポンを講師に見せる

※レジュフラワーを体験するのが初めての方のみ対象となります。



割引クーポンについて

Q、体験レッスン割引クーポン申請の流れ

下記フォームより申請を行ってください

https://goo.gl/forms/q18fKbHCWKj4mMBB2

クーポンの写真が必要となりますので、必ず撮影を忘れないように気を付けてください。

https://goo.gl/forms/q18fKbHCWKj4mMBB2


割引クーポンについて

Q、割引クーポンの清算のタイミングを教えてください。

使用された割引クーポンの精算は末締め、翌月末払いとなります。

例)

3/11 クーポン利用

3/28 クーポンを提出する

4/30 合計額から振込手数料を引いた金額を、銀行口座へお振り込みします。

※振込手数料はご自身での負担となります。



割引クーポンについて

Q、体験レッスン割引クーポンの申請期限はありますか？

使用された日から3か月以内となります。

期限を過ぎてから申請をいただいた場合は、返金が行われませんのでご注意ください。



認定スキルアップコースについて

Q、認定スキルアップコースを作るためにはどうしたらいいですか？

・認定講師を3人以上輩出

・レジュレと花を必ず使用する

・コースの作品数は3～4作品

の3条件を満たしていただく必要があります。



認定スキルアップコースについて

Q、認定スキルアップコースを分割して、単発スキルアップレッスンでやっ

てもいいのでしょうか？

コース考案者の講師の意向により変わります。協会のスキルアップコース一覧、またはスキルアップコースのテ

キストに記載がございますので、そちらよりご確認ください。

▼認定スキルアップコース一覧

https://rejeflower.com/skillupcourse/

ただし、単発スキルアップレッスンでやる場合、お持ちのカリキュラムテキストをコピーや複製等してお渡しす

る行為は禁止されています。また、単発の場合は、協会より認定証や終了証の発行は行われません。

https://rejeflower.com/skillupcourse/


認定スキルアップコースについて

Q、認定スキルアップコースになっているレッスンを元々やっていたんです

が、単発でやってはいけないのですか？

コース考案者の講師の意向により変わります。協会のスキルアップコース一覧、またはスキルアップコースのテ

キストに記載がございますので、そちらよりご確認ください。

▼認定スキルアップコース一覧

https://rejeflower.com/skillupcourse/

ただし、単発スキルアップレッスンでやる場合、お持ちのカリキュラムテキストをコピーや複製等してお渡しす

る行為は禁止されています。また、単発の場合は、協会より認定証や終了証の発行は行われません。

https://rejeflower.com/skillupcourse/


認定スキルアップコースについて

Q、認定スキルアップコースを単発でやる場合、材料の購入はどうしたらい

いですか？

コース考案者の講師に確認をしてください。



認定スキルアップコースについて

Q、認定スキルアップコースを分割して、単発スキルアップレッスンをやる

場合、カリキュラムをコピーお渡ししても大丈夫ですか？

単発スキルアップレッスンでやる場合、お持ちのカリキュラムテキストを

コピー、複製等してお渡しする行為は禁止されています。また、単発の場

合は、協会より認定証や終了証の発行は行われません。



認定スキルアップコースについて

Q、スマホケース講座またはスマホケース講座の受講をしていませんが、認

定スキルアップコースのレッスンをしても大丈夫ですか？

認定スキルアップコースで使用される技術の認定資格を取得されていない

場合は、レッスンの開講は出来ません。必ず、認定資格の取得をお願いい

たします。



認定スキルアップコースについて

Q、スキルアップコースのカリキュラム終了後、協会への申請は誰が送れば

いいですか？

レッスンを行った講師が、指定のフォームより申請を行ってください。

▼認定スキルアップコース申請フォーム

https://forms.gle/5ssEJF2h9b4WxWCBA

https://forms.gle/5ssEJF2h9b4WxWCBA


支部制度について

Q、支部制度は何のためにあるの？

認定講師の方の数も増え、協会本部との縦の繋がりだけでなく、認定講師

同士の横の繋がりをどんどん作って頂き、仲間と一緒に頑張る環境づくり

を行っていきます。

所属をすることで、技術や集客について情報交換をできたり、一緒に何か

を企画・実践する仲間を見つけたりといったことが出来るようになります。



支部制度について

Q、支部参加のメリットはありますか？

支部長主催の情報交換の場に参加できます。また、レジュレを講師価格よ

り5%オフの価格でお買い求め頂けます。



支部制度について

Q、支部に加入するにはどうしたらいいですか？

下記のお申込みフォームより申請をお願いいたします。

▼お申込みフォーム

https://forms.gle/PQVj8HWq5jcUTv6J7

▼注意事項

参加申請があった方の支部への参加可否については、支部長に一任となっ

ています。ご希望に添えない場合があるため、ご了承ください。

https://forms.gle/PQVj8HWq5jcUTv6J7


支部制度について

Q、支部に入るのには料金はかかりますか？

無料でご加入頂けます。



支部制度について

Q、理事による支部はありますか？

今のところ、理事による支部はございません。



支部制度について

Q、複数の支部にはいることはできますか？

お1人につき2か所まで所属することができます。



支部制度について

Q、支部長は他の支部に所属することはできますか？

支部長の方も他の支部に2か所までご加入頂けます。



支部制度について

Q、支部を作るための条件を教えてください。

お作りいただくには、以下の条件を満たして頂く必要があります。

・認定講師を５名以上輩出している。

・作成後は月に1回以上、交流の場(お茶会やセミナーなど)を開催する。



支部制度について

Q、最寄り駅にすでに支部があるのですが、作ることはできますか？

支部開設の条件を満たしていれば、同じ駅・地域でも支部を作ることがで

きます。



支部制度について

Q、支部長としてお茶会やセミナーを開催した際、参加出来るのは自分の支

部の方だけですか？

支部長の目指したい形次第で、お好きに条件を決めて頂くことが出来ます。

例）

・支部メンバーのレジュフラワー認定講師限定

・レジュフラワー認定講師ならどなたでも参加OK



退会について

Q、協会を退会したいのですが、どうしたらいいですか？

協会本部へカリキュラムの返却と、ディプロマの返却をお願いいたします。

今後はレジュフラワーの技術を使用しての販売、レッスンを行うことはで

きませんので、ご了承ください。

▼協会退会届

https://forms.gle/W189UNppyE8ciQ6p7

https://forms.gle/W189UNppyE8ciQ6p7


支部制度について

Q、退会後、協会を通して横浜ディスプレイミュージアムのブルー会員と

なっていた場合はどうなりますか？

協会の所属特典となりますので、協会の退会時にはこちらも退会となりま

す。協会の方で手続きを行わせていただきます。


