
子どもさんからご参加ＯＫ！大人の方でも楽しめる！

京都生まれの新感覚カラー苔玉

出張ワークショップのご案内



　京都生まれの「もふもふ♪モスペット」は、新感覚のインドアプランツ。

伝統的な苔玉作りの手法をベースに、現代のライフスタイルや感性にフィット

する植物や新しい素材を組み合わせ、手づくりで作っています。

　植物ともっと仲良く、もっと気軽に、もっと楽しく暮らしたいー。

そんな想いから生まれたモスペットなので、育て方はとっても簡単！

明るいお部屋でゆっくり大きく成長し、花が咲いたり、紅葉したりと季節や

時間の経過によって変化を楽しむことができるんですよ！

　お部屋で、ショップで、オフィスで、いつでもどこでもニコニコ！

そんなモスペットと、楽しいプランツライフをはじめてみませんか！！

商 標　：　登録第5497647号　「モスペット」
意 匠　：　登録第1475064号

2012年
Kyo to  J apan  ロゴ認定

お部屋で育てる新感覚の苔玉ペット

モスペットは商標・意匠登録を取得した
ことのは園藝研究所のオリジナル商材です



　苔（moss）で作った、ペット（pet）感覚で植物を育てる「キャラクター

苔玉」、それがモスペット(Mosspet)です。丸く成型した土代わりの水苔を

培地とし、土を使わず育てた植物を植え込むことで、室内で土汚れを気にせ

ず、植物を楽しむことができるんです。そうして作った苔玉には一工夫！表

情や手足を付けることで、従来の鉢植えや切花には無かった、独特の個性を

もった植物が誕生しました。

　そんなモスペットのワークショップは、年齢・性別・国籍を問わずにだれ

でも手軽に楽しめます！作り方も簡単、好きなスタイル、カラー、植物を組

み合わせて、クルクルと糸を巻きつけるだけ。手づくりなので作るたびに一

匹いっぴき、個性的なモスペットが生まれるんですよ！

　仕上げには、オリジナルのデコチャームを可愛く飾って完成。自分だけの

特別な一匹を作って、育ててみませんか。オリジナルギフトにもオススメで

すよ！モスペットのワークショップは全国の百貨店、雑貨店で開催。各地の

イベントにも、出張でお伺いいたします。

日本各地でワークショップを開催しています

簡単な道具と手順で作ることができます

子どもさんにも大好評！



目的ごとに多彩なプランをご提案

　モスペットのワークショップは商用から福祉目的まで、様々なイベントに

招待頂いております。より多くの方々にワークショップをお楽しみ頂ける様、

このページにある基本設定をベースに、様々なプランをご用意しております。

　

　モスペットのホームページ（http://www.mosspet.jp）にある『お問い合わせ』

フォームから開催されるイベントの詳細をご記入頂ければ、主催者様のご意

向に沿ったプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

制作コース内容

簡単モスペット制作 本格モスペット制作

材料費の基本設定

その他の仕様例

手軽で簡単！各地で好評

材料費：1,400 円 / 名

簡単コース：約 60 分
本格コース：約 90 分

・エアープランツ（小）
・単色仕上げ
・アクセサリー 100 円付き

本格的にチャレンジしたい方へ

材料費：2,400 円 / 名

簡単コース：約 90 分
本格コース：約 120 分

・エアープランツ（大）
・２色マーブル仕上げ
・アクセサリー 400 円付き

新登場！苔玉で育てる多肉植物

モスペット・エアー（Ｒ） モスペット・エアー（Ｍ） モスペット・ドライ（Ｍ）

材料費：2,800 円 / 名

簡単コース：約 90 分
本格コース：約 120 分

・多肉植物（ラブハート）
・２色マーブル仕上げ
・アクセサリー 400 円付き

※価格は全て税抜き本体価格となります。

※写真は参考アイテムです。

　カラーや植物・アクセサリーの組み合わせによって、仕上がりは大きく異なります。

※上記以外のアイテムでも、ご要望に合わせてご提案いたします。

上記から追加料金で

もっと楽しいモスペットを

お作りいただけます

成型済の乾燥苔玉に、好きなカラーや植物を

組み合わせて完成させます。初めての方から

子どもさんまで、楽しくご参加いただけます。

[ 使用道具 ]　ハサミ・棒・竹串　等

乾燥苔玉に手足や目玉を付けるところから始

める、本格的で自由度の高い内容です。大人

の方向け。

[ 使用道具 ]　ハサミ・棒・竹串・縫い針・

ニッパー・テグス　等



　１０名程度の催しから１００名規模のイベント開催まで、各地で開催して

おります。全体の予算、材料費の想定等のご要望に沿えるよう、都度お見積

りいたしますので、メールフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。

材料費

開催人数

講師料

交通費

その他

開催地

会場

参加人数

参加対象

制作内容

開催時間

材料費

講師派遣料

交通費

前ページの材料費をベースに参加人数分を計上いたします。
★参加人数が 15 名を超える場合、材料費のお値引きをご相談させて頂きます。
★規定人数買取りの場合、材料費のお値引きをご相談させて頂きます。

10 名程度より（10 名以下の場合でもご相談ください）

1講座（約 60 分）：8,000 円 / 1 名

※参加人数 20 名までの場合は講師 1名派遣。20 名を超える場合には追加で
　サポート講師を派遣いたします。

★子ども会・障がい者施設等、福祉を目的としたイベントでは、基本的に講師
　料は無料にて開催させて頂きます。

★講師料をご想定頂ける場合には、材料費のお値引きにて対応いたします。

材料運搬のために車での移動となります。京都市内より遠方での開催の場合、
別途、交通費（高速料金）と駐車料金をご相談させて頂きます。

★100 名規模を想定した商業イベントや、非営利目的の福祉活動の場合には、
　上記設定とは別にご相談賜ります。

事例 1-　
Ａ企業様
労働組合向け
レクリエーション

兵庫県

企業様の労働会館

15 名

大人の方

モスペット・エアー（Ｍ）
本格コース

120 分（準備時間前後 30 分含む）

2,100 円 / 名（講師料ありのため材料費お値引き）

10,000 円

高速料金 +駐車料金　実費

出張教室の基本設定料金

※価格は全て税抜き本体価格となります。



開催地

会場

参加人数

対象

制作内容

開催時間

材料費

講師派遣料

交通費

事例３-　
Ｃ旅行会社様
ツアーでの
苔玉制作体験

京都府

レンタル会議室

108 名（18 名×6日間）

ツアー参加者（大人）

モスペットエアー（Ｍ）
簡単コース+特製ギフトボックス付き

60 分×6日

2,700 円 / 名

なし（規定量買取りにつき無料）

駐車料金実費

開催地

会場

参加人数

対象

制作内容

開催時間

材料費

講師派遣料

交通費

事例２-　
Ｂ町内会
地蔵盆での
ワークショップ

京都府

町内の公園

70 名（規定量買取）

町内在住の方（大人・子ども）

モスペットエアー（Ｒ）
（デコチャーム 100 円付き）簡単コース

60 分

1,000 円（50 名以上規定量買取りのためお値引き）

なし（子ども会につき無料）

なし（近隣・駐車場ご提供につき無料）

※価格は全て税抜き本体価格となります。　　※上記は一例です。開催地域や条件によって都度お見積り差し上げます。



事例５-　
Ｅメーカー様
集客イベントでの
ワークショップ

開催地

会場

参加人数

対象

制作内容

開催時間

材料費

講師派遣料

交通費

事例４-　
夏休み
子ども会での
ワークショップ

大阪府

集合住宅の会議場

25 名（規定量買取）

マンションの住民（子ども）

モスペットエアー（Ｒ）
（デコチャーム 100 円付き）簡単コース

60 分

1,200 円 / 名（講師料提供のためお値引き）

4,000 円

なし（近隣につき無料・駐車場ご提供）

※価格は全て税抜き本体価格となります。　　※上記は一例です。開催地域や条件によって都度お見積り差し上げます。

開催地

会場

参加人数

対象

制作内容

開催時間

材料費

講師派遣料

交通費

大阪府

企業様展示場

100 名（規定量買取）

イベント招待者（子ども）

モスペットエアー（Ｒ）
（デコチャーム 100 円付き）簡単コース

30 分　× 1日拘束

1,400 円 / 名

なし（100 名分買取りにつき無料）

なし（100 名分買取りにつき無料）



事例７-　
Ｇ青年会
定例会での集客
ワークショップ

開催地

会場

参加人数

対象

制作内容

開催時間

材料費

講師派遣料

交通費

事例６-　
Ｆメーカー様
顧客優待サービス
ワークショップ

京都府

集合住宅の会議場

40 名（規定量買取）

メーカー様の顧客

モスペット・ギフトカゴセット
（2匹 +デコチャーム×カゴ付）簡単コース

120 分

3,500 円 / 名

なし（材料費に含む）

なし（材料費に含む）

※価格は全て税抜き本体価格となります。　　※上記は一例です。開催地域や条件によって都度お見積り差し上げます。

開催地

会場

参加人数

対象

制作内容

開催時間

材料費

講師派遣料

交通費

京都府

定例会会場（高校体育館）

40 名

イベント招待者

モスペットエアー（Ｒ）
（デコチャーム 100 円付き）簡単コース

120 分（時間内随時受付）

なし（講師料として一式計上）

50,000 円

なし（近隣・駐車場無料につき）


