
株式会社ジーアンドシーアート

【予約ご案内資料】 店舗：箱根クラフトハウス

体験名 体験場所
クラフトハウス

本館1階

体験時間

（※一人当たり）

受取り 当日 配送

対象年齢 なし あり 体験料金

吹きガラス体験

基本情報

体験内容
熔けたガラスに息を吹き込み、膨らませたり、転がしたりして、形を整えます。

色ガラスで様々なパターンの模様をつけることもできます。エキサイティングなガラス体験が味わえます。

人数

（目安：1時間） 10　名 ※1時間あたりの受入れ可能人数となります。

左記の人数を超える場合でも可能ですが、所要時間が異なります。

約15　分

配送も可。発送日目安（翌日）送料：1200円/１カ所につき

（但し、10名様以上１箇所へのご配送の場合、送料はサービスさせて頂きます。）

保護者の付き添いで

4歳から可
基本最低価格 3,800円～/1人

（形）+（オプション料）＝お支払い額

形 金額 コース詳細

ぐいのみ ¥3,800 ぐいのみ2種類から選ぶ

コップ・一輪挿し・小鉢 ¥4,100 コップ6種類または一輪挿し・小鉢から選ぶ

マグカップ ¥4,600 マグカップ6種類から選ぶ

ビアグラス・ゆらころグラス ¥4,800 ビールに適した大き目のグラス(取手無し)

ビアジョッキ ¥5,400 ビールに適した大き目のグラス(取手有り)

①申込用紙に、制作したい形、色、模様デザイン、オプションを記入する。

②作業前にエプロン、腕カバー、軍手を準備します。

③担当するインストラクターが作業台に案内し体験スタート。

④パイプに巻いてきたガラスに色を付け、窯で熔かします。(※模様によって異なります)

⑤柔らかいガラスを新聞紙で成形し、パイプに息をいれてガラスを膨らませます。

⑥底をつくりパイプを付け替えます。

⑦口を開いて形を仕上げ、一日除冷炉で作品を冷まします。

メガジョッキ ¥5,900 ビアジョッキよりも大きいサイズ

※補足事項

感染対策予防のため、感染状況などにより人数制限など受け入れ人数が変わります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

他季節限定デザイン お問い合わせください

※その他オプション・限定色などをお選びいただく場合、別途料金が発生いたします。

■オプションメニュー：金額目安（季節により変動がございます）

・｢3色目｣¥300　・｢限定色｣、｢キラキラ｣、｢泡・クラック｣¥600　・｢キラキラ付き限定色｣、｢金箔｣、｢星灯り｣¥800

・｢ビアグラスサイズの金箔｣¥1500

体験工程



株式会社ジーアンドシーアート

【予約ご案内資料】 店舗：箱根クラフトハウス

体験名 体験場所
クラフトハウス

本館1階

体験時間

※一人当たり

受取り 当日 配送

対象年齢 なし あり 体験料金

特々大サイズ

焼成料金 金額

¥1,000

40分間：ろくろ使用料金　粘土（白土のみ）

コース詳細

小サイズ

大サイズ ¥2,200 大きさ目安：直径20㎝以内　（ビアタンブラー、皿など）

大きさ目安：直径10㎝以内　（お湯のみ、小皿など）

中サイズ ¥1,600 大きさ目安：直径15㎝以内　（お茶碗、コップ、中皿など）

¥3,000

※補足事項

感染対策予防のため、感染状況などにより人数制限など受け入れ人数が変わります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

※40分間で制作した作品の中から、焼成する作品をお選びいただきます

お選びいただく作品の個数と大きさによって料金が確定し、基本料金に合算されます

特大サイズ ¥2,900 大きさ目安：直径25㎝以内　（大鉢、大皿など）

※その他オプション・限定色などをお選びいただく場合、別途料金が発生いたします。

■オプションメニュー　金額目安（季節により変動がございます）

・特別色 +500円　・2色掛 +800円
・金彩/銀彩 +1000円（縁を金/銀で装飾します） ・取手+500円

体験工程

①申込用紙に、名前を記入します。

②お時間になりましたら、スタッフがお席をご案内します。エプロン等つけていただき体験開始。

③作り方の説明後、お一人ずつ作りたい形を伺っていき、スタッフが土台を作っていきます。

④土台を薄くのばし形をつくっていき、形ができたら完成。時間があれば次の作品を作り始めます。

⑤焼成する作品と色を選んでいきます。（複数選ぶことも可能）

⑥作品をお預かりし焼き上げ、後日発送します。

¥4,000 大きさ目安：直径30㎝以内　（大鉢、花器など）

体験料金

（目安）

基本料金 金額 コース詳細

ろくろ使用料金

陶芸 電動ろくろ体験

※11歳以上

基本情報

体験内容
電動ろくろの上で回転する粘土を指でつまんで、薄く引き伸ばして好みの器を作ります。インストラクターが丁

寧にお手伝いしますので、初めての方でも安心して制作することができます。

人数

目安：1時間 平日 5 / 土日祝4 名 ※1時間あたりの受入れ可能人数となります。

左記の人数を超える場合でも可能ですが、所要時間が異なります。

40　分

基本最低価格 4,000円～/1人

発送日目安（体験日から1か月半～2か月）送料：1,200円/１カ所につき

（但し、10名様以上１箇所へのご配送の場合、送料はサービスさせて頂きます。）



株式会社ジーアンドシーアート

【予約ご案内資料】 店舗：箱根クラフトハウス

体験名 体験場所
クラフトハウス

本館1階

体験時間

※一人当たり

受け取り 当日 配送

対象年齢 なし あり 体験料金

16名 ※1時間あたりの受入れ可能人数となります。

左記の人数を超える場合でも可能ですが、所要時間が異なります。

また、コース選択によっても所要時間が異なる場合もございます。約　60　分

マグカップコース

陶芸 手びねり体験

基本情報

体験内容
手まわしろくろを使って、粘土を指で練り上げ、味わいのある仕上がりの器を作っていきます。

成形後、ハンコを押して模様をつけたり、ゴムヘラで絵や文字をかいたりできるのが大きな魅力です。

人数

目安：約1時間

スタンダードコース ¥3,800 大きさ目安：湯呑、お茶碗、鉢、お皿など

大きさ目安：中鉢、小さめのどんぶりなど

発送日目安（体験日から1か月半～2か月）送料：1,200円/１カ所につき

（但し、10名様以上１箇所へのご配送の場合、送料はサービスさせて頂きます。）

体験料金

（目安）

形 金額 コース詳細

ぐいのみコース ¥3,600 大きさ目安：ぐいのみ

￥300/1個あたり

大物コース

保護者の付き添いで

0歳から可
基本最低価格 3,600円～/1人

¥4,300 大きさ目安：マグカップ、スープカップなど

ちょい盛りコース ¥4,600

※補足事項

感染対策予防のため、感染状況などにより人数制限など受け入れ人数が変わります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

■オプションメニュー　金額目安（季節により変動がございます）

体験工程

①申込用紙に、制作したいコース、土の種類、釉薬の種類やオプションを記入します。

②お時間になりましたら、スタッフがお席をご案内し、作りたい形を伺います。

③制作開始。まずは土台をつくり、形をつまんで作っていきます。

④形ができたら、スタンプなどで模様をつけていきます。

⑤模様ができたら、完成。色の最終確認をし、体験終了。作品をお預かりし、焼き上げ、後日発送します。

大きさ目安：ラーメン鉢、大皿

※その他オプション・限定色などをお選びいただく場合、別途料金が発生いたします。

2個コース ¥6,200 大きさ目安：夫婦湯呑、カップ＆ソーサ―など

¥5,600

箸置き かわいいオリジナル箸置きが作れます※箸置きのみの制作は不可

他季節限定デザイン お問い合わせください お絵描き体験やカレー皿など季節によってデザインが変わります

・特別色 +500円　・2色掛 +800円
・金彩/銀彩 +1000円（縁を金/銀で装飾します） ・取手+500円



株式会社ジーアンドシーアート

【予約ご案内資料】 店舗：箱根クラフトハウス

体験名 体験場所
別館

POTERIE

体験時間

（※一人当たり）

受け取り 当日 配送

対象年齢 なし あり 体験料金

発送日目安（体験日から7日～10日）送料：1,200円/１カ所につき

（但し、10名様以上１箇所へのご配送の場合、送料はサービスさせて頂きます。）

保護者の付き添いで

0歳から可
基本最低価格 3,300円～/1人

体験料金

（目安）

形 金額 コース詳細

マグカップ ￥3,500～ スタンダードな形のマグカップ　全4種類（値段が異なります）

ダルマ ¥2,900 だるまオブジェ

プレート ¥4,200 丸い平皿　お絵かきしやすいのでお子様におすすめ。

ポタリーペインティング体験

基本情報

体験内容
お好みの素焼き生地を選んだら、約70色の専用絵具で自由に絵を描いたり、様々な柄のスタンプを使ってデザイ

ンをします。小さなお子様でも楽しめるカラフルでアートな新しい陶芸絵付け体験です。

人数

（目安：1時間） 16　名 ※1時間あたりの受入れ可能人数となります。

左記の人数を超える場合でも可能ですが、所要時間が異なります。

90　分

プレートハート ¥4,200 ハートの平皿

ボウル ¥4,200 シンプルなボウル型　小丼ぶりサイズ

ハートボックス ¥3,600 蓋つきのハート型の小物入れ

■オプションメニュー　金額目安（季節により変動がございます）

体験工程

①申込用紙に絵付けする素地を記入します。

②お席にご案内し、素地をお渡します。

③素地の裏にサインを記入し、本や資料を参考にデザインを考えます。

④デザインが決まれば、色を塗っていき、スタンプや絵の具をとばして色をつけることもできます。

⑤完成。作品をお預かりして、後日透明な釉薬を掛けて焼き上げ、発送します。

※補足事項

感染対策予防のため、感染状況などにより人数制限など受け入れ人数が変わります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

ネコ ¥4,500 ネコ型の貯金箱

形の詳細・その他の形は別紙をご覧ください。

※その他オプションなどをお選びいただく場合、別途料金が発生いたします。



株式会社ジーアンドシーアート

【予約ご案内資料】 店舗：箱根クラフトハウス

体験名 体験場所
クラフトハウス

本館2階

体験時間

（※一人当たり）

受取り 当日 配送

対象年齢 なし あり 体験料金

※その他オプション・限定色などをお選びいただく場合、別途料金が発生いたします。

■オプションメニュー　金額目安（季節により変動がございます）

・フロスト加工　¥500

サンドブラスト体験

60　分

基本情報

体験内容
「100種類」以上のシールの中から、お好みの柄を選び、ガラスに貼り合わせて、オリジナルのデザインに仕上げ

ていきます。簡単に本格的な彫刻ガラス作品を作ることができます。

人数

（目安：1時間） 20　名

受け取り 体験終了後加工に2~3時間程度お時間を頂きます。

（15名様以上は配送とさせていただきます。）

発送日目安（体験日から2～3日）送料：1,200円/１カ所につき

（但し、10名様以上１箇所へのご配送の場合、送料はサービスさせて頂きます。）

保護者の付き添いで

0歳から可
基本最低価格 3,000円～/1人

体験料金

（目安）

生地
金額

(シール料金込み)
詳細

¥3,000 普段づかいしやすい透明のコップ

シール料金

シール

お皿 ¥3,600 クリア

季節限定デザイン お問い合わせください

チューリップグラス ¥4,000 黄色・ピンク・青

張り放題

体験工程

①申込用紙に、器の種類と色（オプション）を記入する。

②お席で体験説明（シールの貼り方等）。

③お席に座って頂き、100種のシールからデザインを自由に決めていただく。

④シールを器に貼っていきます。

⑤貼り終わったら、マスキングテープでシール以外をカバーしていきます。

※補足事項

感染対策予防のため、感染状況などにより人数制限など受け入れ人数が変わります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

※1時間あたりの受入れ可能人数となります。

左記の人数を超える場合でも可能ですが、所要時間が異なります。

受け取りの場合、体験後加工時間を頂きます。（スタッフ作業）

フリーグラス ¥3,600 青・緑

タンブラー ¥3,800 青、赤、オレンジ、緑

耐熱マグ ¥4,200 クリア

ロック・コリンズ



株式会社ジーアンドシーアート

【予約ご案内資料】 店舗：箱根クラフトハウス

体験名 体験場所
クラフトハウス

本館2階

体験時間

（※一人当たり）

受け取り 当日 配送

対象年齢 なし あり 体験料金

プレミアムコースのみ配送：発送日目安（体験日から60日後）送料：1,200円

（但し、10名様以上１箇所へのご配送の場合、送料はサービスさせて頂きます。）

※11歳以上 基本最低価格 3,500円～/1人

体験料金

（目安）

生地・アイテム 金額 コース詳細

切子体験

基本情報

体験内容
様々な色、形のグラスやアクセサリーの中から、お好みの硝子を選び、専用のカット加工機を使って硝子を削り模

様を入れていきます。

人数

（目安：1時間） 8　名 ※1時間あたりの受入れ可能人数となります。

左記の人数を超える場合でも可能ですが、所要時間が異なります。

60　分

ショットグラス ¥3,500 ミルク、シロップピッチャーにも使いやすいサイズ

タイピン ¥3,700

ヘアゴム・ピンバッチ ¥3,500

切子の技法を用いてオリジナルのアクセサリーが作れます。

お客様のカット後、スタッフによる磨き加工があります。

ネックレス（チェーン） ¥4,200

キーホルダー ¥4,400

¥3,900帯どめ・革どめ

冷酒 ¥3,700 やや小ぶりのグラス。デザインのバランスがとりやすい大きさです。

オールド ¥4,200 普段使いしやすいグラス。面積が広く、やり応えがあります。

お皿 ¥4,500 平らな面が多い為加工しやすい素材です。

冷酒（瑠璃） ¥10,000 クリスタル生地を使用したより本格的な切子体験のコースです。

スタッフによる研磨加工後30日程度でのお届けとなります。冷酒（金赤） ¥11,000

※その他オプション・限定色などをお選びいただく場合、別途料金が発生いたします。

■オプションメニュー　金額目安（季節により変動がございます）

体験工程

①申込用紙に、制作したい形、色、オプションを記入する。

②実際にカットしていく生地を選ぶ。

③練習用の生地でカットの練習を行う。

④デザインを考え下書きを行う。

⑤本番の生地にカットを施す。

⑥スタッフが磨き加工を行う。（アクセサリーコース、プレミアムコース）

※補足事項

感染対策予防のため、感染状況などにより人数制限など受け入れ人数が変わります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。



株式会社ジーアンドシーアート

【予約ご案内資料】 店舗：箱根クラフトハウス

体験名 体験場所 とんぼ玉工作堂

体験時間

（※一人当たり）

受取り 当日 配送

対象年齢 なし あり 体験料金※小学生以上

¥2,700

8～12　名

配送も可。発送日目安（翌日）送料：1,200円/１カ所につき

（但し、10名様以上１箇所へのご配送の場合、送料はサービスさせて頂きます。）

体験工程

①申込用紙に、とんぼ玉の種類・色及び、希望のアイテムやオプションを記入する。

②作り方の動画を見て、制作の流れを確認する。

③とんぼ玉制作（１５分）

④とんぼ玉冷却時間（５０分）※公園の散策などをしてお待ち頂けます。

⑤出来上がったとんぼ玉に、好きなビーズを選んで飾り付け、アイテムを完成させる。（約３０分）

つぶつぶ ¥3,000 玉１つ（アイテム：9種類から一つ選択可）

お作りいただいたとんぼ玉は、ヘアゴム・キーホルダー・ストラップ・バッグチャーム・ネックレスなどに組み

立てることが可能です。

※追加のアイテム・ビーズなどを選ばれる際は、別途料金が発生いたしますので了承ください。

お支払いの合計金額の目安は、3,000～5,000円となります。

金箔マーブル ¥3,700

玉１つ（アイテム：9種類から一つ選択可）

限定色 ¥300

ピアス・イヤリング

ハート・マーブル・水玉

※補足事項

感染対策予防のため、感染状況などにより人数制限など受け入れ人数が変わります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

※1時間あたりの受入れ可能人数となります。

左記の人数を超える場合でも可能ですが、所要時間が異なります。

その他、冷却時間　50分　/　アクセサリー組立30分　かかります

限定模様 ￥3,200～

金箔・ムリーニ・ほたる各種 ¥3,200 玉１つ（アイテム：9種類から一つ選択可）

¥3,500 玉１つ（アイテム：9種類から一つ選択可）

人数

（目安：1時間）

つぶ金・2色金箔各種

¥2,500

玉１つ（アイテム：9種類から一つ選択可）

¥5,200

とんぼ玉体験

¥4,700 （小玉２つコース）

ブレスレット

15　分

基本情報

体験内容
お好みの色を選んでいただき、硝子の棒をバーナーで熔かし、鉄の棒に巻き取っていきます。

とんぼ玉が完成した後はネックレスやブレスレットなどに仕上げることができます。

体験料金

（目安）

基本料金 金額 コース詳細

玉１つ（アイテム：9種類から一つ選択可）無地玉

基本最低価格 2,500円～/1人

（小玉２つコース）



株式会社ジーアンドシーアート

【予約ご案内資料】 店舗：箱根クラフトハウス

体験名 体験場所 とんぼ玉工作堂

体験時間

（※一人当たり）

受取り 当日 配送

対象年齢 なし あり 体験料金

ドリームキャッチャー ¥2,700 ストラップ

※補足事項

感染対策予防のため、感染状況などにより人数制限など受け入れ人数が変わります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

ブローチ ¥2,600

※お選びいただくビーズの種類、個数によって金額が変動します。ビーズの価格は下記をご覧ください

■ヴィンテージビーズ価格：目安

・メタルチャーム　420円～　・ガラスチャーム　420円　・タッセル　420円

・オプションヴィンテージビーズ　100円～

体験工程

①申込用紙に、希望のアイテムを記入する。

②制作方法のご説明

③お好みのビーズを選び、アイテムを完成させる。

70cmネックレス ¥4,800  長さ　~50cm以内 ￥3,600  /  ~70cm以内 ￥4,600

グラスコード ¥4,800

50cmネックレス ¥3,800

キーホルダー ¥2,900

配送も可。発送日目安（翌日）送料：980円/１カ所につき

（但し、10名様以上１箇所へのご配送の場合、送料はサービスさせて頂きます。）

保護者の付き添いで

0歳から可
基本最低価格 2,600円～/1人

（仕上がりのアイテム）+（ヴィンテージビーズ料金）＝お支払い額

種類 金額 詳細

ピアス・イヤリング \3,200~ ドロップ・ラウンド・ストレート

ブレスレット \3,200~ チェーン/ワイヤー/ゴム

ヴィンテージビーズ体験

基本情報

体験内容
古いガラスビーズをメインに約100種類のビーズと、運気を上げるラッキーチャームを組み合わせお好みのアク

セサリーを作ることができます。

人数

（目安：1時間） 18　名 ※1時間あたりの受入れ可能人数となります。

左記の人数を超える場合でも可能ですが、所要時間が異なります。

60　分




