
●ビーズで作る
リースのピアス
11時～16時
受講費…
 会員￥800+税～
※別途コンバータのお買上げで、
　イヤリングにもできます。
バイキングワークショップ
クリスマスバッグ
11時～16時
受講費…
 \880+税

宇宙柄リボンで作る コイル編みの鍋敷き レジンで作る ●はじめてさんの ★マリメッコで作る
ロゼット 10時半～12時半 ボタニカルピアス フリーステッチング クラフトケース
11時～16時 13時半～15時半 11時～16時 11時～17時 11時～16時(休憩挟む)
受講費…￥800+税 受講費… 受講費 受講費… 受講費…

 会員  …￥1200+税  \500(税込)  会員￥3215+税～
 \1566+税
●つまみ細工で作る ●メイクアップドール
雪の結晶ブローチ 11時～16時
11時～16時 受講費…実費
受講費…  (ドレスキットを バイキングワークショップ ●ゆびあみで作る
 \1000+税 使用した場合、 クリスマスバッグ ふわふわバッグ

 会員￥1368+税） 11時～16時 11時～16時
【定期】 【定期】 【定期】レザー教室 【定期】トールペイント教室 受講費… 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)10時～13時 【定期】パッチワーク教室 10時～13時  \880+税  会員￥696+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 作品自由/一ヶ月制
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 【定期】手編み教室
※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 ①10時～13時/
【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 ②13時15分～16時15分
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 作品自由/１回ごと
作品自由/1回ごと 【定期】洋裁教室 作品指定/一ヶ月制

13時15分～16時15分 ※①②同時受講不可
作品自由/一ヶ月制

レザーで作る ●リボンを編んで作る カレイドフレーム ●ビーズで作る コイル編みの鍋敷き ★【２DAYS】 ●つまみ細工で作る
三角コインケース アクセサリー 11時～16時 リースのピアス 10時半～12時半 ジュエリーヤーンで作る雪の結晶ブローチ
11時～16時 11時～16時 受講費…実費 11時～16時 13時半～15時半 ファーつきトートバッグ11時～16時
受講費… 受講費… (見本の場合： 受講費… 受講費… 11時～16時 受講費…
 ￥500+税  会員￥612(税込)  会員￥1854+税)  会員￥800+税～  会員 受講費…実費  \1000+税

持参物… ※別途コンバータのお買上げで、  \1566+税 （会員￥5529+税）
 かぎ針5～12mm 　イヤリングにもできます。 ※縦9cm×横25cm×高さ20cm

★ケーブジャケット (持ち手除く)
11時～16時(休憩を挟む)
受講費…
 パターン

※フレームサイズ：12cm  　(1050+税)
【定期】 【定期】  +生地等 レジンで作るアリスの バイキングワークショップ
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】レザー教室 【定期】パッチワーク教室 　材料費実費 ゆめかわネックレス クリスマスバッグ
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 10時～13時 10時～13時 【定期】トールペイント教室 11時～16時 11時～16時
作品自由/一ヶ月制 ※月曜との同時受講不可 初回のみ作品指定/１回ごと 作品指定/一ヶ月制 10時～13時 受講費… 受講費…
※火曜との同時受講不可 【定期】パッチワーク教室 【定期】手編み教室 【定期】刺しゅう教室 作品自由/一ヶ月制  \700+税  \880+税
【定期講習】手編み教室 10時～13時 ①10時～13時/ ①10時～13時 【定期】手編み教室
10時～13時 作品指定/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分 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 作品自由/１回ごと 作品指定/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分

13時15分～16時15分 ※①②同時受講不可 作品自由/１回ごと
作品自由/一ヶ月制

カレイドフレーム ●ゆびあみで作る ★ケーブジャケット ●オーバルニットルーム レジンで作る ★【２DAYS】 ★マリメッコで作る
11時～16時 ふわふわバッグ 11時～16時(休憩を挟む) でつくる ボタニカルピアス ジュエリーヤーンで作る クラフトケース
受講費…実費 11時～16時 受講費… ミニくつした 11時～16時 ファーつきトートバッグ 11時～16時(休憩挟む)
(見本の場合： 受講費…  パターン(10500+税) 11時～17時 受講費 11時～16時 受講費…会員￥3215+税～
 会員￥1854+税)  会員￥696+税  +生地等材料費実費 受講費…  …￥1200+税 受講費…実費

 \500(税込) （会員￥5529+税）
※縦9cm×横25cm×高さ20cm
(持ち手除く)

●リボンを編んで作る
アクセサリー
11時～16時

※フレームサイズ：12cm 受講費…
 会員￥612(税込)

【定期】 【定期】 持参物…かぎ針5～12mm 【定期】トールペイント教室 バイキングワークショップ 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】レザー教室 【定期】パッチワーク教室 10時～13時 クリスマスバッグ デジタルウォッチ
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 10時～13時 10時～13時 作品自由/一ヶ月制 11時～16時 11時～16時
作品自由/一ヶ月制 ※月曜との同時受講不可 初回のみ作品指定/１回ごと 作品指定/一ヶ月制 【定期】手編み教室 受講費… 受講費…
※火曜との同時受講不可 【定期】パッチワーク教室 【定期】手編み教室 【定期】刺しゅう教室 ①10時～13時/  \880+税  \1388+税
【定期講習】手編み教室 10時～13時 ①10時～13時/ ①10時～13時 ②13時15分～16時15分
10時～13時 作品指定/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分 ②13時30分～16時30分 作品自由/１回ごと
作品自由/1回ごと 【定期】洋裁教室 作品自由/１回ごと 作品指定/一ヶ月制

13時15分～16時15分 ※①②同時受講不可
作品自由/一ヶ月制

●メイクアップドール レザーで作る ハーバリウムボールペン/●つまみ細工で作る 宇宙柄リボンで作る 和リボンパッチン留め レジンで作る
11時～16時 三角コインケース ガラスドーム ぷっくり梅のブローチ ロゼット 11時～16時 アリスの
受講費…実費 11時～16時  ハーバリウムボールペン 11時～16時 11時～16時 受講費… ゆめかわネックレス
 (ドレスキットを使用した場合受講費… 11時～16時 受講費… 受講費…￥800+税  \700+税 11時～16時
 会員￥1368+税）  ￥500+税 受講費…  \1000+税 受講費…

 ￥1000+税/本  \700+税

うさくまチャーム
11時～16時
受講費…
 \815(税込)

【定期】 【定期】 【定期】トールペイント教室
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】レザー教室 【定期】パッチワーク教室 10時～13時
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 10時～13時 10時～13時 作品自由/一ヶ月制
作品自由/一ヶ月制 ※月曜との同時受講不可 初回のみ作品指定/１回ごと 作品指定/一ヶ月制 【定期】手編み教室
※火曜との同時受講不可 【定期】パッチワーク教室 【定期】手編み教室 【定期】刺しゅう教室 ①10時～13時/
【定期講習】手編み教室 10時～13時 ①10時～13時/ ①10時～13時 ②13時15分～16時15分
10時～13時 作品指定/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分 ②13時30分～16時30分 作品自由/１回ごと
作品自由/1回ごと 【定期】洋裁教室 作品自由/１回ごと 作品指定/一ヶ月制

13時15分～16時15分 ※①②同時受講不可
作品自由/一ヶ月制

リボンドール 和リボンパッチン留め
11時～16時 11時～16時
受講費… 受講費…
 \815(税込)  \700+税

30 31

各日 11時～16時
受講費…無料

毛糸ミシン・ふわもこHug【体験・即売会】
～ブレスレット～
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☆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

編み針がなくても

指だけで編んで作れます♪

１５日

（日）

ラインストーンがきらめく

洋風なつまみ細工ブローチ

好きな色のビーズで作れます。

クリスマスにぴったりの

ウィンターアクセサリー。

１日
８日

（日）
ポケットや仕切りが沢山♪

お好きな色のマリメッコ生地で

作れます

２１日

◆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。
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