
★入園入学グッズ講習 レジン＆べっ甲パーツで作る

 レッスンバッグ ピアスorイヤリング
11時～16時(休憩挟む) 11時～16時
材料費…実費 受講費…
（会員￥1,405+税～）  ￥1,000+税
※材料により価格が異なります。

持参物…裁縫道具 バイキング講習
リボンドール
11時～16時
受講費…
 \740+税

ニットの日企画
●水引で作る ●メイクアップドール メタルスタンピングで作る レジンで作る ★ワイドパンツ ★入園入学グッズ講習 ～Knit Party 2020～
変形梅結びのピアス 11時～16時 アクセサリー リングネックレス 11時～16時(休憩挟む)  きんちゃく ①ふわふわラグ
11時～16時 受講費…実費 11時～16時 11時～16時 材料費…実費 11時～16時(休憩挟む) ②ふわふわモンスター
受講費…会員￥702+税 ※ドレスキットを使用した場合, 受講費…\1,000(税込) 受講費…￥1,000+税 （会員￥2,200～） 材料費…実費 11時～16時

会員￥1,368+税 ※ネックレス、ブレスレットの  +お好みのチェーン ※使用する材料により （会員￥714+税～） 受講費…
どちらかをお選びいただけます。 ※使用したモールドはプレゼント！ 価格が異なります。 ※材料により価格が異なります。  ①￥600  / ②￥300

持参物… 持参物…裁縫道具
 裁縫道具

【定期】クレイアート教室
【定期】 13時15分～16時15分

【定期】 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 作品指定/１回ごと
ベビーキッズグッズ教室(月) 作品自由/一ヶ月制 10時～13時 10時～13時 【定期】
10時～13時 ※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
作品自由/一ヶ月制 【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
※火曜との同時受講不可 10時～13時 ①10時～13時/ ①10時～13時 作品自由/一ヶ月制
【定期】手編み教室 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
10時～13時 【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/
作品自由/1回ごと 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

●羊毛フェルトで作る ハーバリウムで作る ★クラフトケース ●基本のダーニング ★マリメッコで作る ★入園入学グッズ講習 コサージュ
 ハリネズミ オリジナルケース ①11時～13時 くるみぼたんの 手帳型がま口  シューズケース 11時～16時
 orいたずらワンコ 11時～16時 ②14時～16時  ヘアゴムorブローチ 11時～16時(休憩挟む) 11時～16時(休憩挟む) 受講費…
11時～16時 受講費…\1,000+税 受講費…会員￥3,215+税 11時～17時 受講費…￥2,500+税 材料費…実費  会員￥1,500+税～
受講費…会員￥675+税  +お好みのケース（会員￥702+税～） 持参物…裁縫道具 受講費… 持参物…裁縫道具 （会員￥1,457+税～） ※材料により価格が異なります。

 ￥500(税込) ※材料により価格が異なります。

●つまみ細工で作る 持参物…裁縫道具
 桜の花寄せブローチ
11時～16時
受講費…
 ￥1,000+税

●フェルトで作る
【定期】 お名前ワッペン

【定期】 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 【定期】 ①11時～13時
ベビーキッズグッズ教室(月) 作品自由/一ヶ月制 10時～13時 10時～13時 トールペイント教室 ②14時～16時
10時～13時 ※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…
作品自由/一ヶ月制 【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  \500+税
※火曜との同時受講不可 10時～13時 ①10時～13時/ ①10時～13時 【定期】手編み教室 ※円形の場合、

【定期】手編み教室 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/ 直径6～7cm程度です。

10時～13時 【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 ※ボールチェーンか

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/１回ごと ブローチピンの

作品自由/一ヶ月制 どちらかをお選びいただけます。

有名講師による特別講習

レジンで作る ●水引で作る ●つまみ細工プレートで レジン＆べっ甲パーツで作る ★ワイドパンツ ●つまみ細工で作る
リングネックレス 変形梅結びのピアス 作る基本のつまみ細工 ピアスorイヤリング 11時～16時(休憩挟む)  桜の花寄せブローチ
11時～16時 11時～16時 つまみ細工とヨーヨーの根付 11時～16時 材料費…実費 11時～16時
受講費…￥1,000+税 受講費…会員￥702+税 11時～17時 受講費… （会員￥2,200～） 受講費…
 +お好みのチェーン 受講費…  ￥1,000+税 ※使用する材料により  ￥1,000+税
※使用したモールドはプレゼント！  ￥500(税込) 価格が異なります。

持参物…
 裁縫道具

13時～15時 ハーバリウムで作る
受講費…￥1620(税込) オリジナルケース
　+素材費実費 11時～16時

受講費…
 \1,000+税

 +お好みのケース

【定期】  （会員￥702+税～）

【定期】 ベビーキッズグッズ教室(火) 【定期】パッチワーク教室 【定期】 うさくまチャーム
ベビーキッズグッズ教室(月) 作品自由/一ヶ月制 10時～13時 トールペイント教室 11時～16時
10時～13時 ※月曜との同時受講不可 【定期】レザー教室 作品指定/一ヶ月制 10時～13時 受講費…
作品自由/一ヶ月制 【定期】パッチワーク教室 10時～13時 【定期】刺しゅう教室 作品自由/一ヶ月制  \740+税
※火曜との同時受講不可 10時～13時 初回のみ作品指定/１回ごと ①10時～13時 【定期】手編み教室
【定期】手編み教室 作品指定/一ヶ月制 【定期】手編み教室 ②13時30分～16時30分 ①10時～13時/
10時～13時 【定期】洋裁教室 ①10時～13時/ 作品指定/一ヶ月制 ②13時15分～16時15分
作品自由/1回ごと 13時15分～16時15分 ②13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 作品自由/１回ごと

コサージュ ●羊毛フェルトで作る ★マリメッコで作る ★クラフトケース メタルスタンピングで作る ★入園入学グッズ講習
11時～16時  ハリネズミ 手帳型がま口 ①11時～13時 アクセサリー  レッスンバッグ
受講費…  orいたずらワンコ 11時～16時(休憩挟む) ②14時～16時 11時～16時 11時～16時(休憩挟む)
　会員￥1,500+税～ 11時～16時 受講費…￥2,500+税 受講費…会員￥3,215+税 受講費…\1,000(税込) 材料費…実費
※使用する材料により 受講費…会員￥675+税 持参物…裁縫道具 持参物…裁縫道具 ※ネックレス、ブレスレットの （会員￥1,405+税～）

価格が異なります。  どちらかをお選びいただけます。 ※材料により価格が異なります。

●フェルトで作る 持参物…裁縫道具
お名前ワッペン
①11時～13時
②14時～16時
受講費…
 ￥500+税
※円形の場合、

直径6～7cm程度です。 【定期】
【定期】 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 【定期】
ベビーキッズグッズ教室(月) 作品自由/一ヶ月制 10時～13時 10時～13時 トールペイント教室
10時～13時 ※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
作品自由/一ヶ月制 【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
※火曜との同時受講不可 10時～13時 ①10時～13時/ ①10時～13時 【定期】手編み教室
【定期】手編み教室 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/
10時～13時 【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
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/１回ごと

作品自由/一ヶ月制
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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。

・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。

ミシンレンタル実施中！

①ご自宅への貸出(1泊2日～)

料金例…３泊４日：￥4,500(税込)

７泊８日：￥5,500(税込）

※ドリーム会員様限定のサービスです。

②店頭での貸出
金曜日…18：00～19：30 ￥300(税込)

土,日曜日…各13：00～16：00 各￥500(税込)

※事前予約制です。

予約受付期間：利用日の1ヶ月前～1週間前

詳細・ご予約はスタッフまで！

●２月９日(日)開催

●開催時間…11：00～16：00

予約不要！

2/1(土)、8(土)、

15(土)、29(土)開講

【入園遊学グッズ講習】

について

いずれの講習も、

事前予約制
（前日まで）

となっております。

また、前日までに

材料の購入
が必要です。

あらかじめ

ご了承下さい。

2/1(土)

8(土)

15(土)

29(土)

店内のお好きな生地で

作れます

初心者ママ大歓迎！！
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★峰玉緒先生

特別講習

「グランベリーの

ステンシル」

2/19(水) 13：00～15：00

峰 玉緒先生 特別講習

「グランベリーのステンシル」
受講費…￥1,620(税込) 

＋素材費（￥600+税～￥1,800+税）

定員…12名

要予約

2/19

(水)


