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sugar decor シュガーデコール 

パイピングフラワー講座 

#1 ポピー、アイシングクリーム作り方 
 
☆オンライン講座お申込みフォーム☆  

https://sugardecor.net/onlinereservation/ 

 ※講座のお申し込みには本商品ご購入後にお届けしたメールに記載の「注文番号」が必要になります。 

       #1 ポピー＆リーフ、アイシングクリーム作り方のオンライン講座は約 90分となります。時間の余裕をもってお

申し込みください。 

材料と道具を揃えてから講座にお申し込みいただけますようお願いいたします。下記、☆使用している道具と

材料☆の赤字部分は必須 

講座当日に揃っていない場合は講座が開催できずに、キャンセルとなります。キャンセル料を頂戴することと

なりますのでご注意ください。詳しくは最終ページのレッスン規約をご確認ください。 

 

 

 

☆講座当日までに必ずご確認いただきたいこと☆ 
 

ｚoom 接続時は講師の作業の様子を見ていただきながら講座を進めていくことになります。また、生徒様の絞り

方の確認をするときには手元を映していただく事になります。 

画像の切り替えがスムーズでしたら、時間の短縮となりますので、事前に設定位置などご確認ください。 

 

zoomの接続に不安がある方は事前にお知らせください。 

 

当テキストは必要に応じて印刷してご利用ください。(複製と貸し出しは不可) 

 
 
☆講座当日、スタートまでに準備が必要なもの☆ 
 

下記、☆使用している道具と材料☆ の赤字部分を作業する近くに準備しておく 

水はコップなどに入れておく（バターナイフの混ぜる部分が全部浸かる程度） 

 
 

☆レッスン規約☆ 
 

・やむを得ない理由以外のキャンセルはご遠慮願います。 

・レッスン 2日前～当日のキャンセル、無断キャンセルの場合は材料費（3000円）を頂戴いたします。 

・レッスン受講はお申込みされた方、お 1人様限定となります。 

お子様やペットの同室は問題ございません。但し、トラブルがあった場合などにおいても次の講座の兼

ね合いで、時間の延長はできかねますことをご了承ください。 

・レッスンの撮影はお断りしております。 

・レッスン購入時の規約に記載済み事項ですが、動画やテキストの転載や利用は禁止しております。詳

しくは利用規約のページをご確認ください。https://sugardecor.net/onlinekiyaku/  

 

https://sugardecor.net/onlinereservation/
https://sugardecor.net/onlinekiyaku/
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☆使用している道具と材料☆ 当オンライン講座で必須なものについては赤字で記載しています。 
 

 口金 Wilton#101 もしくは MARPOL#101 

どちらも「バラ絞り」などの名前で販売されていることがありますが、メーカーによって切り口の形状が異な

ります。 

どちらでも問題ないですが、初心者の方はWiltonの方が絞りやすく感じられることが多い傾向にあります。 

「道具の使い方」動画で比較しているので確認してみてください。 

Wilton#101 もしくは MARPOL#101 どちらかを 1個 
    

   絞り袋(繰り返し使えます) MARPOL No.8（サイズ 約 125×200mm）もしくは No.10 

数字が大きくなるとサイズが大きくなります。 

もっと大きなサイズでも使用できますが、大きすぎると持ちにくい場合があります。 

  

使い捨て絞り袋 

    花芯を絞るぐらいの場合、強度は特に気にしなくて大丈夫です。 

 100均やネットで販売されている 

 「まるき アイシング用しぼり袋 15枚」が便利でした。 

 オーブンシートや OPPシートを三角に切って作ったコルネでも使えます。 

      葉っぱ用には使い捨て、お花用には使い捨て、もしくは繰り返し使える上記の絞り袋でも可 

使い捨ては予備も含めて 5枚程度あれば安心です。 

 

   フラワーネイル WILTON No.7 

いろいろなメーカーでも販売されています。 

基本的なお花の場合、サイズは No.7（Wilton は直径約 3.8 ㎝）で問題ないですが、今後、大きなお花を作

っていく場合は、No.13 ぐらいがおすすめです。 

どこのメーカーでも可、お皿部分がほぼ平らなもので直径が約 4㎝ 1個 

 

オーブンシート 

耐水であればどのメーカーでも問題ありません。 

フラワーネイルのサイズに合わせて小さくカットして使用します。 

1辺約 4㎝程度の四角にカットしたしたものを 50枚程度。(使用量は個人差があります) 

  

耐震マット 

100均などに販売されています。 

徐々に粘着力は落ちますが、長く利用できます。 

 

カップラー Wilton スタンダードカップラー 

1つの絞り袋で口金を交換したい時に便利です。 

ない場合は絞り袋に直接口金を入れても問題ありません。 

口金とカップラーのサイズが合うものを選ぶ必要があるので注意してください。 

 

粉糖 

  オリゴ糖入りを使用しています。sugar decorでは cotta さんで購入しています。 

  使用前にダマを取り除く為にふるいにかけます。 

  約 500g（今後の為に 1㎏あっても良いと思います。） 
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乾燥卵白 

メーカーによって特徴があります。人によっては匂いが強く感じられるようです。sugar decor では cotta さん

で購入しています。 

その場合、レモン果汁を加えると匂いが軽減されるようです。 

生卵の卵白を代わりに使用することもできます。 

約 25g 生卵の卵白の場合は約 2個分 
 

   着色料 Wilton ジェルカラー 

いろいろな種類がありますが、アイシングクリームには Wiltonのカラーがよく使われています。 

食品用で水性のものを選んでください。チョコレート用などは油性の為、発色が綺麗にならない場合や、アイ

シングクリームの特性に変化が起き、うまく作業できない可能性があります。 

スーパーなどにある着色料でも使用できますが、ダマに注意が必要です。 

Wilton ビビットジェルカラーセット  1セット(4本入り) 

 

キッチンスケール 

1g単位で測れるもの(細かく測れるものはより便利です) 最大計量は 1㎏あると安心です。 

1台 

 

丸形カップ 

アイシングクリームを混ぜるときに使います。 

お花の場合、200gぐらいのクリームを使うので、200mlぐらいのサイズのものが 1つはあると便利です。 

着色用に 100mlぐらいのサイズのものと使い分けています。 

蓋があるとクリームを保存しやすいです。 

丸型の方がクリームを混ぜやすいです。 

100均にあるようなプラスチック製のもので構いません。 

5個(1つは 200mlぐらいのもの) 

 

バターナイフ 

アイシングクリームを混ぜたり、取り分けたりするときに使います。 

持ち手、バターを塗る部分共に丸みがあるものがお勧めです。シャープな形状の場合、混ぜていると手が痛

くなったり、カップに当たったりして傷がつきやすいです。 

100均にあるステンレス製のもので構いません。 

1本 

 

ハンドミキサー 

アイシングクリームを作るときに使います。少量作るときはハンドミキサーがなくても大丈夫です。 

沢山のアイシングクリームを作る場合は混ぜる手が疲れるので、ハンドミキサーがあると便利です。 

アイシングクリームは生クリームなどに比べると重たいので、パワーのあるものを選ぶようにしてください。 

sugar decor ではクイジナート スマート パワー ハンドミキサーを使用しています。 

 

ウエットティッシュ 

アイシングクリームが付いたバターナイフを拭いたりするのに使います。 

清潔な布巾などでも可。 

5枚程度（使用量は個人差があります） 
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水 

アイシングクリームを作る時やバターナイフの付け置きに使います。 

飲料用に使えるものであれば水道水でも構いません。 

200ml程度（使用量は個人差があります） 

 

ハサミ 

コルネの先端をカットします。 

どんなサイズのものでも構いませんが、細かな作業をする場合がありますので、裁縫用など小さめのものが

おすすめです。切れ味がいいものの方がクリームが綺麗に出てきやすいです。 

1 丁 

 

茶こし 

卵白を粉糖に加える際に使います。 

お茶などに使用しているものは茶葉などが残っていないように、事前しっかりと洗っておいてください。 

粉糖にゴミなど余計なものが入ると、クリームを絞る時に詰まりなどの原因になりますので、ご注意ください。 

目の粗いものはお勧めしません。 

クリーム作りに生卵の卵白を使用される方のみ：1 個 

 

 

☆購入先☆ 
  全てネットで購入しています。 

 

   ◎cotta・・・主に材料を購入。道具も揃っていますが、売り切れの場合もあるので、その場合は下記の店舗で

買う事があります。 

https://www.cotta.jp/ 

        

◎おかしの森・・・お菓子の道具を幅広く用意されています。シュガークラフトの道具も揃っています。 

https://www.rakuten.ne.jp/gold/okashinomori/ 

 

   ◎ヨドバシカメラ・・・材料から道具まで意外といろいろと揃っています。 

https://www.yodobashi.com/ 

 

☆お問い合わせ（無料）☆ 

 LINEか MAIL でお受けしています。LINEはレッスン案内の配信にも自答的に登録されますので、配信不要な方

は MAIL にてお問い合わせください。 

ご購入日と購入時のお名前を必ず記載ください。 

  

LINE  

ID @woo5621s 

https://lin.ee/lP2HkCC 

 

 MAIL 

info@sugardecor.net 

 

 

  

https://www.cotta.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/okashinomori/
https://www.yodobashi.com/
https://lin.ee/lP2HkCC
mailto:info@sugardecor.net
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☆補助資料☆ 
 

1. アイシングクリームの作り方 

材料 

乾燥卵白 5ｇ 

水 30ｍｌ 

粉砂糖 200ｇ 

 

① 粉砂糖と乾燥卵白をボウルに入れ、ムラなく混ぜる。 

② 水を少しずつ加え、滑らかになるまで混ぜる。 

③ 5 分ぐらい混ぜるとクリームが白っぽく、艶がでてくる。そこまで混ぜることで安定したクリームが出来

上がる。（混ぜが足りないと、黄ばみの原因になる） 

④ かたい場合は水を、柔らかい場合は粉砂糖と乾燥卵白のミックス粉を足して硬さを調整する。 

⑤ お花絞りの場合、硬め（滑らかに角が立つ）に調整する。 

 

かたさ 

硬め：滑らかに角が立つ・・・口金を使った葉や花 

中間：角がおじぎをする・・・ラインやドット、細かい模様 

柔らかめ：すくってなめらかに落ちる。5 秒ほどで表面に馴染む・・・広い面 

 

2. ポピー（101・硬め） 

① 口金の太い部分をフラワーネイルの中央に置き、クリームを絞り出しながらネイルを回転させる。 

② クリームが 1 周したら、下のクリームの上に重ねて 1/5 周程度絞る。 

③ 1/5 程度重なったら、下のクリームと密着させて、ゆっくりと口金を外す。 

④ 花の中央にドットで花芯を作って完成です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. クッキー 

材料 

無塩バター 200ｇ 

グラニュー糖 180ｇ 

卵 1個 

薄力粉 400ｇ 

 

① 無塩バターは室温に戻し、ゴムベラで空気を含ませないように柔らかくなるまで混ぜる。 

② グラニュー糖を 2回に分けて加え、すり混ぜる。 

③ 溶きほぐした卵を 3回に分けて加え、さらに混ぜる。 

④ 薄力粉をふるい入れ、ゴムベラでそこから持ち上げるように粉気がなくなるまで混ぜる。 

⑤ 一つにまとめ、２～3等分し、ラップにくるんで冷蔵庫で 1時間休ませる。 

⑥ 休ませた生地を伸ばし、型で抜いて、180 度のオーブンで約 15分焼く。 

① ② ③ ④ 


