
団体用 体験メニュー〈2023 年度〉 
 

以下の体験メニューよりお選びください（1 団体につき 2 種類まで） 
難易度 ★１：未就学児 ★２：小学校１年生以上 ★３：小学校３年生以上 ★４：中学生以上 ★５：高校生以上 
体験人数/時間は、その時間で受け入れ可能な最大人数 

 

 駿河竹千筋細工 竹ヒゴをさしながら組み立てる体験です            
 No. 品名 料金 

（税込） 体験人数/時間 難易度 備考 

1 コースター＊ \1,800 20 人/60 分 ★★★★ 大きさ：直径 12cm 
大きさ：高さ 2cm 

2 ペン立て のぞみ＊ \2,200 
60 人/60 分 

180 人/90 分 
★★★★ 大きさ：最大径 10cm 

大きさ：高さ 10cm 

3 ペン立て こはる＊ \2,000 180 人/60 分 ★★★ 大きさ：最大径 11cm 
大きさ：高さ 11cm 

4 小物入れ こぎく＊ \2,000 180 人/60 分 ★★★ 大きさ：最大径 11cm 
大きさ：高さ 7cm 

5 小物入れ 小鈴＊ \2,600 30 人/60 分 ★★★ 
大きさ：直径 12.5cm 
大きさ：高さ 20cm 
    籠の高さ 6cm 

6 花器 こだま \4,500 20 人/90 分 ★★ 
★★★ 

大きさ：最大径 12.5cm 
大きさ：高さ 10.5cm 

＊マークのもの：20 名以下に限りヒゴの色付け可、上記料金にプラス 100 円、時間はプラス 15 分、色は⿊ or 赤より当日選択 
 

 藍染      白い布を藍色に染める体験です                
 No. 品名 料金 

（税込） 体験人数/時間 難易度 備考 

7 白ハンカチ \1,300 30 人/60 分 
40 人/90 分 ★★ 

 
 
 

① 巻き染め ② 郡
むら

雲
くも

染め 
白ハンカチ：50cm×50cm 

バンダナ：60cm×60cm 
8 バンダナ \2,000 30 人/60 分 

40 人/90 分 ★★ 

柄は①または②を当日選択 
 
 
 

 お茶染め    お茶で染めたトートに柄を描き、金茶色に染め抜く体験です    ※当日お持ち帰り不可 
 No. 品名 料金 

（税込） 体験人数/時間 難易度 備考 

9 ミニトート 
(筆書き抜染） \3,000 180 人/60 分 ★★ 大きさ：29.5cm×17.5cm 

大きさ：（マチ 9.5cm） 

完成は約 1 か月後、ご来店または着払い配送（送料別途）でのお渡し 
 

 木工      ノコギリやヤスリを使用してお箸を完成させる体験です     

 No. 品名 料金 
（税込） 体験人数/時間 難易度 備考 

10 サクラの木のお箸 \2,000 20 人/60 分 ★★ ⻑さ：19〜23cm 

 
 

10 

1 2 

3 4 

5 6 

9 

8 

7 
① ② 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 駿河漆器    研いで美しい貝の模様を浮かび出し、磨いて艶を出す体験です  
 No. 品名 料金 

（税込） 体験人数/時間 難易度 備考 

11 漆研ぎ箸 流れ星 \2,200 180 人/40 分 ★★ ⻑さ：21cm または 23cm 

⻑さの決定は 2 か月前まで（指定のない場合は 23 ㎝） 
 

 陶芸      器に絵や模様を描いたり、粘土で器や置物などを作る体験です    ※当日お持ち帰り不可 
 No. 品名 料金 

（税込） 体験人数/時間 難易度 備考 

12 絵付け \1,700 64 人/60 分 ★ お皿 または 湯呑み 
（1 か月前までに選択） 

13 手びねり \2,200 64 人/60 分 ★★  

14 電動ろくろ \3,300 12 人/90 分 ★★★★ 2 作品制作 
焼成は 1 作品のみ 

完成は約 2 ヵ月後、ご来店または着払い配送（送料別途）でのお渡し 
絵付けまたは手びねりは 15 時以降の体験に限り 100 人まで対応可能 
電動ろくろ オプション：2 作品目の焼成＠1,000 円（お客様払い） 

 
 

【キャンセル規定】 
利用日の 20 日前〜8 日前の 17 時まで 20% 
利用日の 07 日前〜2 日前の 17 時まで 30% 
利用日の前日の 17 時まで 50% 
利用日の当日 または 無連絡 100% 
※自然災害等により実施不可能の場合は、キャンセル料の請求はいたしません 

 
【人数変更規定】 

利用日の前日 17 時までの変更 なし 
利用日の当日 または 無連絡の減員 100% 
※席数･キット･予約状況によっては、増員の対応ができない場合がございます 
※15 人以上の大幅な減員は、キャンセル扱いとさせていただく場合がございます 

キャンセル料はキャンセル規定に則り請求いたします 
 
 
 
 
 
 

駿 府 の 工 房  匠 宿 
 [TEL]054-256-1521 
 [FAX]054-256-1584 
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