
  

 

 

北欧フレッシュフラワー          

ディプロマ取得 通常コース 

北欧フラワーデザイン協会 フラワースクール LINOKA Kukka 

2019年 9月改正版 



約款書 
 

北欧フラワーデザイン協会 フラワースクール LINOKA kukka（以下 LINOKA）では、 

フラワースクールのコースを下記のように定めます。 

 

 

 

 

・趣味のコース 

・ディプロマ取得 通常コース 

・クリエイティブデザインコース（全課程修了者） 

 

 

 

・ディプロマ取得 通常コース 

・ディプロマ取得 短期集中コース 

・クリエイティブデザインコース（全課程修了者） 

 

 

 

・ディプロマ取得 短期集中コース 

 

 

 

 

 

《開校資格》                                  

① 北欧フレッシュフラワー・ディプロマ取得コースのプロフェッショナルコース全課程を修了している      

講師認定証所有者。 

② 北欧インテリアフラワー・ディプロマ取得通常コース及び短期集中コースで、ビギナー＆ミドルコース 

全課程を修了している准講師以上の認定証所有者。                         

③ 北欧ブライダルフラワー・ディプロマ取得短期集中コースで、ビギナー＆ミドルを修了している准講師以

上の認定証所有者。  

 

 

 

Ⅱ.北欧インテリアフラワー 

Ⅲ.北欧ブライダルフラワー 

LINOKA 認定支部教室開校について 

Ⅰ.北欧フレッシュフラワー 



《特典》 

LINOKA ディプロマ（北欧フラワーデザイン協会 LINOKA 講師認定証）を取得された方は、     

LINOKA 認定支部校を開校することができます。開校後は、認定校として下記をはじめとする      

教室運営のための様々なバックアップが受けられます。 

 北欧フラワーデザイン協会 FIND の名称の使用を許可。 

 フィンランド語のスクール名を希望の方にはスクール名のサポートをします。    

 支部登録校としてネームプレートを発行。                     

 LINOKA kukka 提携店にて、花・資材等を卸価格で購入する契約のサポート。 

 当校ホームページにて、北欧フラワーデザイン協会 FIND 支部校として紹介。 

 スクール運営等のアドバイスなどのサポート対応。 

 LINOKA 主催による、ヨーロッパ著名フラワーデザイナーのデモ＆講習会等の優先予約あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▶ LINOKA 会員として在籍中に限らず、開校資格のない方は、協会を退会された場合を含め、 

「北欧フラワーデザイン協会」「LINOKA」「ノルディックフュージョンスタイル」等、 

 当校を連想させる名称を語ることは一切出来ません。  

 

▶ 当校で得たデザインやテクニック、作品等は、ディプロマコース・趣味のコースに限らず開

校資格のない者が、これを商用目的に使用することは出来ません。 

 

▶ LINOKA 内部情報や資格取得コースのテキスト・デザイン・写真等のコピー、SNS 等での 

無許可での公開行為は厳禁といたします。 

 

※上記行為が発生した時には、厳重注意もしくは悪質な場合には除名や法的手段に訴える事が                  

 あります。 

 

注意事項 

 



； 

 

 

２．北欧フレッシュフラワー：ディプロマ取得コース 

① 会員システム                           

１) FIND 会員 

 

ＦIND メンバーに入会し、事業活動を有しない方。 

 FIND 入会金 \10,000 

 FIND 協会年間運営費 \2,400 

２) FIND ビジネス会員 ＦIND メンバーに入会し、LINOKA で得た作品のモデルまたは技術、及びその一部を

商業目的として活用する方。 

 FIND 協会商業年間登録費 \15,000(毎年更新) 

１）FIND 准講師会員 

准講師資格取得 

ＦIND メンバーに入会し、ビギナー＆ミドルコース修了後、准講師資格認定試験を合

格した方で、北欧インテリアフラワーFIND 認定支部教室としての教室開校の方。  

ワークショップなどを開催する方も登録が必要です。 

 教室登録料 \50,000 

 スクール名入りプレート料 \15,000(税別) 

 FIND 協会商業年間登録費 \15,000（２年目以降） 

２）FIND 正講師会員 

講師資格取得 

ＦIND メンバーに入会し、アドバンス修了後講師認定試験を合格した方で、北欧イン

テリアフラワーFIND 認定支部教室としての教室開校の方。 

 教室登録料 \50,000 

 スクール名入りプレート料 \15,000(税別) 

 FIND 協会商業年間登録費 \15,000（２年目以降） 

３）FIND マスター講師会員 

マスター講師資格取得 

ＦIND メンバーに入会し、プロフェッショナルコース修了後、マスター認定試験を合

格した方で、北欧インテリアフラワーFIND 認定支部教室としての教室開校の方。 

 教室登録料 \50,000 

 スクール名入りプレート料 \15,000(税別) 

 FIND 協会商業年間登録費 \15,000（２年目以降） 

※商業目的とは、講師活動を含まない活動、事業目的とは、商業および講師活動を含む活動を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ.北欧フレッシュフラワー 

※FIND での全ディプロマコースを修了された方は、年２回の技術向上の為の 

クリエイティブコースの勉強会を含めた FIND 総会があります。 

 



① コース詳細＆レッスン料金について 

 

 ビギナーコース 
北欧のテクニックをベースとした LINOKA オリジナルの「ノルディックフュージョンスタイル」の技法を初歩か

ら学べるコースです。北欧デザインの花束・アレンジメントの基本的な概念の理解や技術をしっかりと身につけ

て、プロとしての第一歩を踏み出しましょう。初心者の方はもちろん、経験者の方・既に他の協会に属していらっ

しゃる方にも、北欧の新しい技術をきちんと学んでいただけます。 

コース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 消費税込金額 

ビギナー 18 2h \180,000 \10,000 \30,000(2 作品) \220,000 \242,000 

※毎月１回（２単位の修得可能）＊ビギナーコースの試験時間は 1 作品につき 2 時間。 （入会金・年会費込\254,400） 

 

 

 ミドルコース 
ビギナーコースで培った基本テクニックを元に、step by step で新しいハンドワークを取り入れた、ナチュラル

＆スタイリッシュモダンのデザインを学んでいきます。また、デザインの基本となる理論をきちんと理解する為の 

講義も加わります。（講義 1 単位有） 

コース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 消費税込金額 

ミドル １８ ２ｈ \234,000 \10,000 \45,000(2 作品) \289,000 \317,900 

※毎月１回（２単位の修得可能）＊ミドルコースの試験時間は 1 作品につき 2 時間。 

 

 

 アドバンスコース FIND 講師 

基本をしっかり踏まえたうえで、ハンドワークの更なる技術向上とデザイン性のレベルアップを目指していきま

す。北欧スタイルの繊細なテクニックや色づかいを学び、アーティフィシャル・ドライフラワー等、加工素材とフ

レッシュフラワーとのコンビネーションテクニックをマスターします。 

コース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 消費税込金額 

アドバンス 16 ３ｈ \256,000 \10,000 \60,000(2 作品) \326,000 \358,600 

※毎月１回 ＊アドバンスコースの試験時間は 1 作品につき 2 時間 

 

 

 プロフェッショナルコース FIND マスター講師 

フラワーデザインにおけるアイデア・デザイン・カラ―・テクニック等をトータルで学びます。プロの指導

者として作品を審査するポイントやより複雑なハンドワーク、様々なフラワーアイテムの融合による新しい

発想の展開を導き出すノウハウをマスターします。 

※毎月１回 ＊プロフェッショナルコースの試験時間は 1 作品につき２時間． 

試験のためのコンストラクション等は、事前に自宅でご用意して来て頂きます。 

 

 

※尚、イベント等の都合により日程が変更となる場合がございます事ご了承ください。 

コース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 消費税込金額 

プロフェッショナル 12 3h \252,000 \10,000 \６0,000(２作品) \322,000 \354.200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  ツールキット 

商品名 本体価格 数量 税込み価格 商品番号 

アクアグルー ¥490 1 ¥539 ― 

フローラルテープ ③モスグリーン ¥380  1 ¥418  RT861 

フローラルテープ ⑥ブラウン ¥380  1 ¥418  RT861 

フローラルテープ ⑧ホワイト ¥380 １ ¥418  

ブイロンワイヤーGD 細 ¥950  1 ¥1,045  AW900 

ブイロンワイヤーGD 太 ¥950  1 ¥1,045  AW901 

ブイロンワイヤーSV 細 ¥950  1 ¥1,045  AW900 

ブイロンワイヤーSV 太 ¥950  1 ¥1,045  AW901 

地巻きワイヤー緑色＃20 ¥410 1 ¥451 AW1320 

地巻きワイヤー緑色＃22 ¥340  1 ¥374 AW1319 

地巻きワイヤー緑色＃24 ¥430  1 ¥473  AW1318 

地巻きワイヤー茶色＃20  ¥410  1 ¥451 AW1320 

地巻きワイヤー茶色＃22 ¥340  1 ¥367  AW1319 

地巻きワイヤー茶色＃24 ¥430  1 ¥473  AW1318 

地巻きワイヤー茶色＃18 ¥590 １ ¥649 AW1321  

地巻きワイヤー白色＃20 ¥410 １ ¥451 AW1320 

リース付きベース ¥1,000  １  ¥1,100  ― 

ワイヤーケース ¥2,700  1 ¥2,970 AZ104  

フローリストナイフ ２つ折り ¥2,700  1 ¥2,970    ― 

ハサミ（ファミリーデラックス） ¥2,900  1 ¥3,190  AH140 

合計金額  \19.892   

 

 

 

 

 

ディプロマ取得ビギナーコース特別免除制度 

経験者の方の中で、ビギナーコースを受けずミドルコースからのスタートをご希望される

方には、ビギナーレベル認定試験（2 作品）を受験していただき、75 ポイント以上で合

格した場合に、ビギナーコースが免除となり、ミドルコースからの受講が認められます。 

不合格の場合はビギナーコースからのスタートとなり、コース修了後再度修了試験を 

受けていただきます。（※試験代は実費となります） 

 



 


