
手編みの日
ハーバリウムボールペン/ ★【2DAYS(10/26＆11/2)】
ガラスドーム ジャケット(2日目)
 ハーバリウムボールペン 11時～16時
11時～16時 (※昼休憩あり） 10時～16時
受講費… 受講費… 参加費無料、予約不要
 1本につき  パターン(￥500+税) ＊スペシャルゲスト＊
 \1000+税  ほか、材料費 実費 ハマナカアンバサダー
【定期】トールペイント教室 持参物…裁縫道具,ミシン糸  手芸人・アイパー滝沢 さん
10時～13時 当日「わんぱくデニス」を
作品自由/一ヶ月制 うさくまチャーム １玉以上ご購入で
【定期】手編み教室 11時～16時 「リフ編みで作る
①10時～13時/ 受講費… 　　　　 ほっこりおざぶ」
②13時15分～16時15分  \800+税 のポイントレクチャーが
作品自由/１回ごと 受けられます！！

●どうぶつぽんぽん あむゅーず ●リボンを編んで作る ●LOGで編む ●極太毛糸で レジンで作る ★マリメッコで作る
　ねずみ/ねこ コサージュ付き アクセサリー スヌード リストウォーマー アシンメトリー  バニティ口金
11時～16時 １玉プチショール 11時～16時 11時～15時 11時～16時 ピアスorイヤリング 11時～16時(※昼休憩あり)
受講費… 11時～13時 受講費… 受講費… 受講費…実費 11時～16時 受講費…
 ねずみ：￥600+税 受講費…  会員￥612(税込)  実費（LOG×1玉） (ふわふわLOOPの場合： 受講費…  \3800+税
 ねこ：￥800+税  実費（ディーナ１玉） 持参物… 持参物…11号～12号2本棒針  会員￥399+税～）  \1000+税 持参物…裁縫道具、ミシン糸

鉱石風  かぎ針5～12mm  持参物…かぎ針12mm  別途、お好みのピアス/イヤリング金具

宇宙模様のネックレス
11時～16時 【定期】レザー教室
受講費… 10時～13時
 \900+税 初回のみ作品指定/１回ごと
【定期】 【定期】手編み教室 【定期】パッチワーク教室

【定期】 ベビーキッズグッズ教室(火)①10時～13時/ 10時～13時 【定期】トールペイント教室
ベビーキッズグッズ教室(月)作品自由/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分 作品指定/一ヶ月制 10時～13時 和リボンパッチン留め リボンドール
10時～13時 ※月曜との同時受講不可 作品自由/１回ごと 【定期】刺しゅう教室 作品自由/一ヶ月制 11時～16時 11時～16時
作品自由/一ヶ月制 【定期】パッチワーク教室 ①10時～13時 【定期】手編み教室 受講費… 受講費…
※火曜との同時受講不可 10時～13時 ②13時30分～16時30分 ①10時～13時/  \700+税  \815(税込)
【定期講習】手編み教室 作品指定/一ヶ月制 作品指定/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分
10時～13時 【定期】洋裁教室 ※①②同時受講不可 作品自由/１回ごと
作品自由/1回ごと 13時15分～16時15分

作品自由/一ヶ月制

●キッズどんぐり ★1玉で完成する ★マリメッコで作る あむゅーず ★プードルファー× ●つまみ細工で作る
 みたいなベレー帽 マフラー・スヌード  バニティ口金 コサージュ付き タータンチェックで作る はりねずみのブローチ
①10時30分～13時 11時～17時(※昼休憩あり） 11時～16時(※昼休憩あり) １玉プチショール  フライングキャップ 11時～16時
②14時～16時30分 受講費…会員￥1710+税 受講費… 11時～13時 11時～16時(※昼休憩あり) 受講費…
受講費… 持参物…編み針  \3800+税 受講費… 受講費…実費  \1000+税（１匹）
 \1100+税 持参物…裁縫道具、  実費（ディーナ１玉）  ※見本の場合：会員￥1303(税込)
持参物…かぎ針8/0号         ミシン糸 ●漆喰風  ※2歳～10歳のお子様用サイズです。
アートレジンで作る アロマストーンサシェ
ファー付き三角ピアス ①10時30分～13時 11時～16時
11時～16時 ②14時～16時30分 お花のロゼッタ 受講費…
受講費… 受講費… 11時～16時  \1000+税

 \800+税  ￥3800+税 受講費…

【定期】 【定期】  \800+税 文字盤が光る！
ベビーキッズグッズ教室(月)ベビーキッズグッズ教室(火) 【定期】パッチワーク教室 【定期】トールペイント教室 デジタルウォッチ
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 【定期】レザー教室 10時～13時 10時～13時 11時～16時

作品自由/一ヶ月制 ※月曜との同時受講不可 10時～13時 作品指定/一ヶ月制 作品自由/一ヶ月制 受講費…

※火曜との同時受講不可 【定期】パッチワーク教室 初回のみ作品指定/１回ごと 【定期】刺しゅう教室 【定期】手編み教室  \1527(税込) 

【定期講習】手編み教室 10時～13時 【定期】手編み教室 ①10時～13時 ①10時～13時/

10時～13時 作品指定/一ヶ月制 ①10時～13時/ ②13時30分～16時30分 ②13時15分～16時15分

作品自由/1回ごと 【定期】洋裁教室 ②13時15分～16時15分 作品指定/一ヶ月制 作品自由/１回ごと

13時15分～16時15分 作品自由/１回ごと ※①②同時受講不可

作品自由/一ヶ月制

●漆喰風 ●LOGで編む レジンで作る ●咲きおり講習 ●つまみ細工で作る ●どうぶつぽんぽん フェルトで作ろう♪
アロマストーンサシェ スヌード アシンメトリー ランチョンマット はりねずみのブローチ 　ねずみ/ねこ クリスマスリース
11時～16時 11時～15時 ピアスorイヤリング 11時～16時(※昼休憩あり) 11時～16時 11時～16時 11時～16時
受講費… 受講費… 11時～16時 受講費…￥1500(税込) 受講費… 受講費… 受講費…
 \1000+税  実費（LOG×1玉） 受講費… ※9/19～11/21までに  \1000+税  ねずみ…￥600+税  \800+税

持参物…  \1000+税 当店で咲きおりを （１匹）  ねこ…￥800+税
 11号～12号2本棒針  別途、お好みのピアス/イヤリング金具購入された方は

受講費無料！
ハーバリウムボールペン/

●リボンを編んで作る ガラスドーム
アクセサリー  ハーバリウムボールペン
11時～16時 11時～16時
受講費…会員￥612(税込) 受講費…

【定期】 【定期】 【定期】レザー教室 持参物…かぎ針5～12mm お花のロゼッタ  1本につき
ベビーキッズグッズ教室(月)ベビーキッズグッズ教室(火)10時～13時 【定期】パッチワーク教室 【定期】トールペイント教室 11時～16時  \1000+税
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 初回のみ作品指定/１回ごと 10時～13時 10時～13時 受講費…
作品自由/一ヶ月制 ※月曜との同時受講不可 【定期】手編み教室 作品指定/一ヶ月制 作品自由/一ヶ月制  ￥800+税
※火曜との同時受講不可 【定期】パッチワーク教室 ①10時～13時/ 【定期】刺しゅう教室 【定期】手編み教室
【定期講習】手編み教室 10時～13時 ②13時15分～16時15分 ①10時～13時 ①10時～13時/
10時～13時 作品指定/一ヶ月制 作品自由/１回ごと ②13時30分～16時30分 ②13時15分～16時15分
作品自由/1回ごと 【定期】洋裁教室 作品指定/一ヶ月制 作品自由/１回ごと

13時15分～16時15分 ※①②同時受講不可
作品自由/一ヶ月制

鉱石風 刺し子糸で作る ★ロリポップ1玉で作る ざくざく編む ★プードルファー× ハーバリウムボールペン/
宇宙模様のネックレス アクセサリー タッセル付き帽子 リストウォーマー タータンチェックで作る ガラスドームハーバリウム
11時～16時 11時～16時 　orミニマフラー 11時～16時  フライングキャップ 　ボールペン
受講費… 受講費…実費 10時～16時 受講費…実費 11時～16時(※昼休憩あり) 11時～16時
 \900+税 （刺し子糸，パーツ代） 受講費… (ふわふわLOOPの場合： 受講費…実費 受講費…

 \1500+税  会員￥399+税～）  見本の場合…  1本につき
アートレジンで作る 持参物… 持参物…かぎ針12mm 　　会員\1303(税込)  \1000+税
ファー付き三角ピアス  編み針 ※2歳～10歳の
11時～16時  お子様用のサイズです。
受講費… ソラピスブレスレット
 \800+税 11時～16時

【定期】 【定期】 受講費…
ベビーキッズグッズ教室(月) ベビーキッズグッズ教室(火)  \1018(税込) 【定期】パッチワーク教室
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 【定期】レザー教室 10時～13時 【定期】トールペイント教室
作品自由/一ヶ月制 ※月曜との同時受講不可 10時～13時 作品指定/一ヶ月制 10時～13時

※火曜との同時受講不可 【定期】パッチワーク教室 初回のみ作品指定/１回ごと 【定期】刺しゅう教室 作品自由/一ヶ月制

【定期講習】手編み教室 10時～13時 【定期】手編み教室 ①10時～13時 【定期】手編み教室
10時～13時 作品指定/一ヶ月制 ①10時～13時/ ②13時30分～16時30分 ①10時～13時/

作品自由/1回ごと 【定期】洋裁教室 ②13時15分～16時15分 作品指定/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分

13時15分～16時15分 作品自由/１回ごと ※①②同時受講不可 作品自由/１回ごと

作品自由/一ヶ月制

月 火 水 木 金 土 日
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
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◆講習会のご参加について◆

・いずれも事前の予約優先です。（TEL予約OK！）

・各講習、終了時間の3０分前で受付を終了します。

例）時間11時～16時の場合…15時30分に受付終了。

※下記講習は、受付の終了時刻が異なります。

「●」から始まる講習…60分前に受付終了。

「★」から始まる講習（要予約講習）…前日の閉店時に受付終了。

（2DAYSの場合は1日目の前日まで）

・定期講習は全て事前予約制です。

・定員になり次第、受付を終了する場合がございます。

・予定は変更する場合がございます。店頭、またはHPにてご確認ください。

☆Twitter、Instagramでは

講習会情報、新商品情報や

スタッフのオススメなど

随時更新中♪

フォローして

お店の情報をチェック！

Twitter：

＠dream_corowa

Instagram：

grand_dream_corowa

要予約

予約優先

予約優先

予約

優先

ぷち

あみだおれフェス

★くまがいなおみ先生
特別講習

レジン革命

アートレジンで描く

刺しゅう風

フラワー時計

要予約

要予約

11/12（水）

①10：30～13：00 ②14：00～16：30

くまがいなおみ先生 特別講習
レジン革命 アートレジンで描く

刺しゅう風フラワー時計
※要予約

受講費…￥3800(税込)

11/3（日） 10：00～16：00

ぷち あみだおれフェス
参加費無料・予約不要

＊スペシャルゲスト＊
ハマナカアンバサダー

手芸人・アイパー滝沢さん
当日ワンパクデニスを１玉以上儀お購入で

「リフ編みで作る ほっこりおざぶ」の

ポイントレクチャーが受けれます！！

要予約

予約

優先

予約

優先

11月は編み物講習が盛りだくさん★

１１/3(日) ぷち あみだおれフェス

11/7(木)＆19(火) LOGで編むスヌード

11/8(金)＆28(木) 極太毛糸で編むリストウォーマー

11/5(火)＆15(金) あむゅーず リフ編みのティペット

11/11(月) キッズどんぐりみたいなベレー帽

11/13(水) 1玉で完成するマフラー・スヌード

11/27(水) ロリポップ１玉で作る

タッセル付き帽子otミニマフラー
その他、毎週(月)(水)(金)は無料定期講習も実施中♪

予約

優先

予約

優先

要予約 予約優先 予約優先要予約

要予約

予約優先


