
リボンドール 文字が光る！
11時～16時 デジタルウォッチ
受講費… 11時～16時
 ￥740+税 受講費…￥1388+税

ハーバリウムボールペン/ ●つまみ細工で作る ★初心者さん向け メイクアップドール ●羊毛フェルトで作る 【２DAYS(1/11＆18)】 ★ムーミン生地で作る
ガラスドーム 梅のコサージュ ミシン教室 11時～16時 もふもふにゃんこ ★ジュエリーヤーンで作る トートバッグ
ハーバリウムボールペン 11時～16時 ～クッション～ 受講費…実費 or まんまる柴犬 ワンハンドルミニバッグ 11時～16時
11時～16時 受講費…￥1000+税 ①11時～13時  (ドレスキットを 11時～16時 11時～16時 受講費…
受講費… ②14時～16時 使用した場合、 受講費… 受講費…  会員1,250+税
 ￥1000+税/本 受講費…実費  会員￥1368+税）  会員￥702+税  会員￥5,000+税 持参物…裁縫道具

(35cm角の場合…会員￥1,100+税～) サイズ：(約)縦34×横31×マチ4cm

持参物…裁縫道具

【定期】 ソラピスで作る
ベビーキッズグッズ教室(火) 香水瓶チャーム

【定期】 作品自由/一ヶ月制 【定期】パッチワーク教室 【定期】 11k時～16時
ベビーキッズグッズ教室(月) ※月曜との同時受講不可 【定期】レザー教室 10時～13時 トールペイント教室 受講費…
10時～13時 【定期】パッチワーク教室 10時～13時 作品指定/一ヶ月制 10時～13時   \800+税
作品自由/一ヶ月制 10時～13時 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
※火曜との同時受講不可 作品指定/一ヶ月制 【定期】手編み教室 ①10時～13時 【定期】手編み教室
【定期】手編み教室 【定期】洋裁教室 ①10時～13時/ ②13時30分～16時30分 ①10時～13時/
10時～13時 13時15分～16時15分 ②13時15分～16時15分 作品指定/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分
作品自由/1回ごと 作品自由/一ヶ月制 作品自由/１回ごと ※①②同時受講不可 作品自由/１回ごと

●ふわふわで作る ★ゴールドネットの ●縫わずに作る ●レジンで作る エスカルゴ帽子 【２DAYS(1/11＆18)】 ●つまみ細工で作る
リボンマフラー 編みつけバッグ マリメッコの バイカラーネックレス 11時～13時 ★ジュエリーヤーンで作る ねこちゃんおひなさま
11時～16時 11時～16時(休憩挟む) ファスナーポーチ 11時～16時 受講費… ワンハンドルミニバッグ 11時～16時
受講費…実費 受講費… 11時～16時 受講費…  会員￥1,422+税 11時～16時 受講費…
（会員￥899+税～）  \2,800+税 （材料費、裁縫上手スティック代含む） ￥900+税 持参物… 受講費…  \1000+税
持参物…かぎ針12号 サイズ：約縦12cm×横23cm  玉付２本棒針７号  会員￥5,000+税 ※金屏風は別売りです。

★プードルファーで作る
ふわふわクッション
11時～16時(休憩挟む)
受講費…
 会員￥1,626+税
持参物…

【定期】 【定期】  裁縫道具
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 すのこスタンド リボンドール
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 10時～13時 10時～13時 【定期】 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 トールペイント教室 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 10時～13時  会員￥720+税  ￥740+税
【定期】手編み教室 10時～13時 ①10時～13時/ ①10時～13時 作品自由/一ヶ月制
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 【定期】手編み教室
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 ①10時～13時/

13時15分～16時15分 ※①②同時受講不可 ②13時15分～16時15分
作品自由/一ヶ月制 作品自由/１回ごと

●レジンで作る ●ふわふわで作る ★ムーミン生地で作る ★プードルファーで作る ●輪針で編む ★きんちゃく ●縫わずに作る
バイカラーネックレス リボンマフラー トートバッグ ふわふわクッション 三角ショール 11時～16時 マリメッコの
11時～16時 11時～16時 11時～16時 11時～16時(休憩挟む) 11時～17時 受講費…実費 ファスナーポーチ
受講費… 受講費…実費 受講費…会員1,250+税 受講費…実費 受講費… 持参物…裁縫道具 11時～16時
 ￥900+税 （会員￥899+税～） 持参物…裁縫道具 (会員￥1,626+税)) ①\1,900+税 ※お弁当入れ、体操服入れなど 受講費…

持参物…かぎ針12号 サイズ：(約)縦34×横31×マチ4cm 持参物…裁縫道具 ②￥3,300+税 好きなサイズで作っていただけます。  \1800+税
ご予約時にサイズをお伺いします。 （材料費、裁縫上手スティック代含む）

メイクアップドール サイズ：約縦12cm×横23cm
11時～16時
受講費…実費
 (ドレスキットを
使用した場合、
 会員￥1368+税）

【定期】 【定期】 【定期】レザー教室 【定期】パッチワーク教室 文字が光る！ うさくまチャーム
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 10時～13時 【定期】 デジタルウォッチ 11時～16時
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 初回のみ作品指定/１回ごと 作品指定/一ヶ月制 トールペイント教室 11時～16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 【定期】刺しゅう教室 10時～13時 受講費…  ￥740+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/ ①10時～13時 作品自由/一ヶ月制  ￥1388+税
【定期】手編み教室 10時～13時 ②13時15分～16時15分 ②13時30分～16時30分 【定期】手編み教室
10時～13時 作品指定/一ヶ月制 作品自由/１回ごと 作品指定/一ヶ月制 ①10時～13時/
作品自由/1回ごと 【定期】洋裁教室 ※①②同時受講不可 ②13時15分～16時15分

13時15分～16時15分 作品自由/１回ごと
作品自由/一ヶ月制

ハーバリウムボールペン/ エスカルゴ帽子 ●羊毛フェルトで作る ●フリーステッチング ★初心者さん向け
ガラスドーム 11時～13時 もふもふにゃんこ ニードルで作る ミシン教室
ハーバリウムボールペン 受講費… or まんまる柴犬 オリジナルワッペン ～クッション～
11時～16時  会員￥1,422+税 11時～16時 11時～17時 ①11時～13時
受講費… 持参物… 受講費… 受講費… ②14時～16時
 ￥1000+税/本  玉付２本棒針７号  会員￥702+税  \500(税込) 受講費…実費

●つまみ細工で作る (35cm角の場合…会員￥1,100+税～)

ねこちゃんおひなさま 持参物…裁縫道具
11時～16時 ★ゴールドネットの
受講費… 編みつけバッグ
 \1000+税 11時～16時
※金屏風は別売りです。  (休憩挟む)

【定期】 【定期】 【定期】レザー教室 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  \2,800+税 【定期】
10時～13時 作品自由/一ヶ月制 初回のみ作品指定/１回ごと 【定期】パッチワーク教室 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 【定期】手編み教室 10時～13時 10時～13時
※火曜との同時受講不可 【定期】パッチワーク教室 ①10時～13時/ 作品指定/一ヶ月制 作品自由/一ヶ月制
【定期】手編み教室 10時～13時 ②13時15分～16時15分 【定期】刺しゅう教室 【定期】手編み教室
10時～13時 作品指定/一ヶ月制 作品自由/１回ごと ①10時～13時 ①10時～13時/
作品自由/1回ごと 【定期】洋裁教室 ②13時30分～16時30分 ②13時15分～16時15分

13時15分～16時15分 作品指定/一ヶ月制 作品自由/１回ごと
作品自由/一ヶ月制 ※①②同時受講不可
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うさくまチャーム

11時～16時
受講費…￥740+税
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受講費…\700+税
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和リボンパッチン留め

11時～16時

土 日
1 2 4 5

☆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

予約

優先

別売りの金屏風と飾ると、

より豪華に！！

ネイビー、マスタード、

ベージュの

３色から選べます。

12日

（日）

22日

（水） 25日

（土）

19日

（日）

28日

（火）
24日

（木）

お好きな方の

三角ショールが

作れます！

お弁当入れ、体操服入れなど

好きなサイズの

巾着が作れます

※事前にサイズを

ご確認ください。

◆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。

・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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