
  

 

 

北欧インテリアフラワー          

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 

2021年４月改訂版 

定版 



-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。    

➢ 支部認定校としてネームプレートを発行。                     

➢ LINOKA kukka と提携している卸業社にて、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。 

《ディプロマ会員特典》 

➢ ディプロマコース在籍者は、趣味のコースに自由参加できます。 

※趣味のコースに参加希望の場合は、1 週間前までにご連絡お願い致します。 

➢ ディプロマコース卒業後はレッスンで習っていないアレンジを、プライベートレッスンで受講できます。 

 

 

 

  

▶ 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．北欧インテリアフラワー：ディプロマ資格取得 通常コース 

 

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（税込） 

➢ FIND 協会年間運営費 \2,400（税込） 

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（税込） 

➢ 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）（税込） 

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（税込） 

➢ 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）（税込） 

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（税込） 

➢ 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）（税込） 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.北欧インテリアフラワー 

※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、技術の How to をしっかりと身につけて、

プロとしての第一歩が始められます。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、

北欧の新しい技術がきちんと学んでいただけるコースとなっております。 

ディプロマコース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 現金払税込金額 カード払税込金額 

ビギナー 12 ２ｈ 130,000 \10,000 \10,000 \150,000 ￥165,000 ￥169,950 

※毎月 1 回 ２単位ずつ修得も可能 ※補講及び 1 単位追加は 1 レッスン￥11,000（税込） 

 

➢ ミドルコース FIND 准講師 

ビギナーコースで培った基本テクニックを元に、Step by step で随時、新しいハンドワークを取り入れた       

デザインを学び、デザインの基本となる理論概念をきちんと理解する為の講義も加わってきます。 

ディプロマコース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 現金払税込金額 カード払税込金額 

ミドル 12 ２ｈ \180,000 \10,000 \30,000(1 作品) \220,000 ￥242,000 ￥249,260 

※毎月 1 回 ２単位ずつ修得も可能 ※補講及び 1 単位追加は 1 レッスン￥16,500（税込） 

 

➢ 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、ハンドワークのさらなる技術向上とデザイン性のレベルアップを目指

します。北欧スタイルの繊細なテクニックと色づかいを学び、プリザーブド・アーティフィシャル・ド

ライフラワー等、加工素材の更なるコンビネーションのテクニックをマスターします。 

  … 

ディプロマコース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 現金払税込金額 カード払税込金額 

アドバンス ９ ３ｈ \250, 000 \10,000 \40,000(1 作品) \300,000 ￥330,000 ￥339,900 

（講義 1 単位有）※毎月 1 回 1 単位修得 ※補講及び 1 単位追加は 1 レッスン￥30,500 税込） 

 

➢ 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、プロの指導者となるた

めに、複雑なハンドワークと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や作品の

審査のテクニックをマスターします。 

（講義 1 単位有）※毎月 1 回 １単位修得 ※補講及び 1 単位追加は 1 レッスン￥34,200（税込） 

 

※クレジットカード払いの方は、消費税込額+3％（決済手数料）のお支払いとなります。 

 

ディプロマコース 単位 時間 受講代金合計 テキスト代金 試験代金 合計金額 現金払税込金額 カード払税込金額 

プロ ９ ３ｈ \280,000 \10,000 \50,000(1 作品) \340,000 \374,000 ￥385,220 



※レッスンの欠席について 

⚫ お休みは必ず 7 日前までにご連絡ください。 

⚫ レッスン日の 7 日前までに欠席の連絡がない場合は、出席とみなしお花を準備させて頂きます。 

⚫ ７日過ぎての諸事情によりのキャンセルの場合、1 回分のレッスンが消化扱いとなります。 

⚫ 消化扱いになってしまった場合は、追加で 1 回分の受講料のお支払をして頂き、消化扱い分の 

レッスンを受講して頂きます。 

⚫ 消化扱いになったレッスンの花資材の引き取りは希望者のみ可能です。 

 

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 

高温グルーガン ¥3,200  1 ¥3,520  AZ170  

グルースティック太（高温） ¥1,300  1 ¥1,430  AZ180 

ピンセット ¥750  1 ¥825   

木工用ボンド ¥200  1 ¥220   

ラジオペンチ（ソフト） \2,500 １ \2,750 AH21005 

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  RT861 

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 

地巻きワイヤー白色＃20 ¥410  1 ¥451  AW1320 

地巻きワイヤー緑色＃18 ¥590 1 ¥649 AW1321 

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＃18 ¥590  1 ¥649  AW1321 

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 ¥374  AW1319 

地巻きワイヤー茶色＃２４ ¥430  1 ¥473  AW1318 

フローリストナイフ 2 つ折り ¥2,700  1 ¥2970 ― 

ワイヤーケース ¥2,700  1 ¥2,970 AZ104  

ハサミ（クラフトチョキ） ¥1,860  1 ¥2,046  AH331 

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

アーティフィシャルカッター ¥5,900 １ ¥6,490 AH5002 

合計金額  ¥36.729   

 

※道具をお持ちの方はご持参ください。足りない分の補充だけでも可能です。 


