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By De trois M

ゼリーアートの世界

De troisM がフラワーゼリー用具を作ったわけ
フラワーゼリーにご興味を持っていた
だき、どうもありがとうございます、用
具とレシピを製作いたしました De trois
M 主催の 杵渕 美枝と申します。

日本でもヘラ状の用具を用いた
フラワーゼリーのお教室があり、
体験にも行ってみましたが、どう
しても、本場のような用具が欲し
くて探しました。
しかし当時そういう注射器に取

２０１３年にメキシコにはアートなゼリ

り付けて注入する用具が日本では

ーがあるのだということを知り見よう見

手に入らないようだと知った時か
ら
いろんな素材や技法で試作、失敗
を重ねたのち今の用具になりまし
た。

まねで作ってみてから試行錯誤し２０１
５年より自作の用具を使用した講習を開
始いたしました。
当初は、綺麗なお花が出来ずとても残
念なものが出来ました。

ホームページ
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メールアドレス
De.trois.m3@gmail.com

現在もひとつひとつ丁寧におつく
りしております。
レシピもいろいろ試してすすめ
現在はアガー使用のレシピ中心で
展開しております。

Gelatina Artistica・Flower jelly ってなに？
私が調べたかぎりですが
もともと昔から南米では、パーティの席や、バースデーケーキのように、ゼリー
の中にお花や景色、鳥や、樹木をデザインしたアートなお菓子が作られてきたよ
うです。
高度技術者の方は 普通の注射針のついたシリンジのみで、ほぼ彫刻？という
感じでゼリーを注入する職人さんがいらっしゃいました。
他、アルミなどの金属の葉や花びらの形のヘラ状のものを刺してから、その切
れ目に、スポイトなどで色を付けたゼリーを注入する技法。
氷の彫刻でお花を入れるものをご覧になったことのある方も多いと思います、
作り方はほぼ同じ、裏側から製作します.
呼び名はいろいろあるようですが、ゼラチナアーティスティカやフラワーゼリー
などと呼ばれているようです。

画像やグラフィックのキ、プション

当初 ディプロマコースなど設定しておりませんでした、用具の販売も予定していませんでした
が、ご希望のメッセージが多くなり、私も欲しかった時の気持ちが理解できるのでお分けするよう
になりました。
しかし、この用具を購入された方がほとんど練習をなさらずに、時には似たような用具を食品に
使用してはいけない接着剤やアルミテープなどで付けて作ってレッスンをされたり、きちんとした
ゼリーが出来なかったということで、その生徒様より私の方へ、ご意見をいただくようになり、と
ても残念な思いをしております。少しでも楽しく綺麗に作っていただけるように、そして

苦心し

て作ってきた用具やレシピを大切にしたい思いで

認定講座と認定制度を設定させていただきました。

ディプロマ（講師認定制度）について
・講師として Gelatina Artistica・Flower jelly 教室をひらきたい方
（生徒様にディプロマの発行はできません、生徒様が講師認定ご希望された場合は
当方で通信講座の受講をお願いしております。）
・販売を始めたい方
・技術を極めたい方

【受講料】受講料（受講後のサポート含む）基本用具代＋ディプロマ発行代
２０１7 年 4 月現在 税込￥85000 入会金年会費更新料など追加料金ナシ
（ディプロマお申込み特典ミニサイズセット ゼリー制作ドーム容器 プレゼント）
ディプロ認定者は 用具代金定価￥700（￥756 税込）が￥650（￥702 税込）
でご購入いただけます。
学んでいただける事
１、レシピを使ったゼリーの作り方
(アガー使用のレシピ ゼラチン使用のレシピ ミルクゼリーなどの
注入用ゼリーのフラワーゼリー用のレシピ）注意点とコツ
２、用具の使い方 手入れの方法 製作するための容器の選び方
３、差し込み方と注入方法 お花をデザインして作ってゆく方法
４、フラワーゼリーをお届け お渡しするための方法
講習は動画をみて練習していただきます。（教材 DVD）
出来上がったゼリーのお写真をメールにて
お送りいただき認定の基準に達した段階で認定書の発送をなります。
御受講の流れ
１、http://detroism.thebase.in ネットショップにて
ご注文お支払い完了後用具など一式発送いたします。受講に際して同意書をお書き
いただいております。コピーなどの控えをお手元に残して頂き返送願いします。
２、用具とレシピ課題や資料が届きましたら。ご自宅で納得行くまで動画を見てレッス
ンしていただきます。安定的に完成することを目指してください。期間の制限など
はありませんじっくり納得がゆくまで練習してください。（季節によりゼリーの固
まる時間が違ってきます。いろんな温度のお部屋で作ってみてください。
３、わからないことがあれば基本的にメールで質問
時間お約束してお電話でのサポート

対応 直接お話しご希望の場合お

４、課題の作品写真をメールなどで見せていただき認定確定
証を発行送付させていただきます。

講師定書とディプロマ

なぜ

作品確認してからの認定なの？

昨今、一度受講しただけですぐに講師認定するところが多くそれでは他の方へお教えで
きる技術が備わらずに誰でも始められてしまいます。自分で作るのと
は違うことがたくさんあります。

お教えするので

用具やレシピをきちんと理解していただき.きちんとした技術と自信、責任をもって
始めていただきたいからです。
私自信 お教えすることを決めるまでには失敗も大切な学びでした。季節気温
るジュースの種類などにより たくさんの失敗を重ねました。

入れ

ディプロマ取得後レッスンされる方へ
これからお教室を開くにあたり、De trois M へ受講料のパーセンテージを支払うとい
うような決まりはござませんのでご安心ください。
あなた様のクラスを受講された生徒様がディプロマを取得することなく、Gelatina
Artistica Flower Jelly のお教室開校や販売することはお断りさせていただいており。
理由は、ディプロマコースを受けた方と同じようにお教室開校や販売が可能となって
しまいますと、受講料も学んだ時間も異なるディプロマ取得者の方に対してフェアーで
はありません。
ます。

ご希望の方は

同様の手続きで当方の講師認定の取得をお願いいたし

認定後について
クリスマスのジョーク:
通常用具（シリンジなし）
通常ネットショップ料金 定価￥700（￥756 税込）
ディプロ認定者は 用具代金が￥650（￥702 税込） 厚み 3 センチ以内 であれば クリックポスト
サンタ レターパック
クロースとトナカイって仲がいいの?
164 円 もっと厚みがある場合
540 円など 追跡番号がなくても良ければ定形外郵便等で
お送りいたします。
用具価格

ネットショップをご覧になり 希望の具をメール等で教えてください。欠品の場合等お時間かかりますのでお日に
うん。"サンタと仲いい (トナカイ)" だもん。
ちには余裕をもってご連絡ください。（順次新商品があります）
ディプロマ講師の方々からは 用具の形のオーダーメイドのリクエストもお受けしております。
可能な限り ご希望の形の用具をお作りいたします。ご相談ください。
ネットショップを通さない場合
にお振込みください。

お支払いは銀行振り込みのみとなります。商品お受け取り後

できるだけ 7 日以内

開講準備とお約束
皆さんが楽しく

綺麗なゼリーをおつくりいただきその輪を広めるためのお約束です。

この用具を用いてレシピを使用してのレッスンに責任をもってあたっていただくための心構えをお願いいたします。
講師となったのちの
此方へご連絡いただき

生徒様が

レッスン講師になりたいということになった場合は

同様のディプロマ取得をお願いいたします。

認定講師になったら
講師 ディプロマご希望のかたには

当方をご紹介ください。

講師の方の近くにお住いの方のレッスン希望問い合わせには先
生のレッスンをご紹介いたします。レッスンの検索のできる
SNS 当プロフィールをこちらにお知らせください。
そして De trois,M ホームページや フェイスブックページ
ネットショップのブログ などで 先生方のご紹介をさせてい
ただける方は ネットで公開できる範囲のプロフィールをお願
いします。

認定講師の方々への

認定後の配布資料

１．体験レッスン 参加証
２．通常課題 すべてのレッスンが終わった方へ 修了証
講師認定をするものではありません。
３、定規（黒ベース 下敷き）
４、説明用の 定規 シート
５、体験レッスン用 レシピ
６、通常レッスン用 レシピ
７、通常レッスン用 メニュー 参考資料 参考写真等
８、ディプロマ説明資料
データでお渡しいたしますので お使いください。

アフターフォローについて
現在も、用具のご注文が多く寄せられております
。

製作お願いしております工場でも

手作業です。一日に作れる個数に限りがございます認定された方には優先してお作り
させていただきますがご希望の際は時間に余裕をもってお申し込みください。
フラワーゼリーレッスン や リクエストで様々なレッスンを開催中
メールによる質問などお受けいたします。お電話でのお話をご希望の場合にはメール
で日時をお約束後にお電話いただければ確実です。

Ｄｅ ｔｒｏｉｓ Ｍ とは? ３つのＭという意味です。
デ・トロアズＭ 私には２人の娘がおり私を含め
３人とも名前の最初がＭ そんな単純な理由の名前です。
東京都在住
元 Cookpad 料理教室講師
Willton でシュガークラフト アイシングクッキー お菓子デコレーション
を全コース学び その他多数のレッスン受講
出張講師 東京ビッグサイト ホビークッキング ごちそうさまレッスン
ショップ

http://detroism.thebase.in
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2015 年 2017 年開催
食品衛生管理者 CPA チーズ検定取得 元機械設計 CAD オペ
洋裁部門 コスプレ衣装制作 ダッフィーちゃんの洋服作り 制服を

思い出に残すためダッフィーサイズに作り替えなど
あなたの困ったを解決する女性プログループ
食と健康 健康寿命を延ばすためのアドバイザー
スラッシャー
https://peraichi.com/landing_pages/view 日本健康マスター エキスパート取得 セミナー講師
/thrasher

