9

事前予約優先

月

047-407-6120

※参加のお申し込みは、店頭またはお電話にて受付致してお
ります。
※当⽇参加希望の⽅は、お電話にて相談ください。
※写真は作品例です。⼩物は含まれません。
※汚れてもよい服装での参加をお願いします。
※随時参加可能ワークショップにおいてもお待ちいただくことが
ございます。
※一人で作業できないお⼦様は保護者の⽅との共同作業で
の参加をお願いします。
※キャンセルは開催前⽇の18時までにお願いします。

店内
iite Factory
にて開催

●レジ袋の有料化に伴い、作品のお持ち帰り袋も有料となっております。マイバッグのご持参にご協⼒をお願いします。●

tukuriba
コラボ
ワークショップ

50％
OFF

2(水)

お家のアクセントに

「2段BOXのＡ型シェルフ」

⽊材の墨付けから、⼿⼯具、電動
⼯具を使って組み⽴てまでが学べま
す。ＤＩＹ⽊⼯の基本を学びなが
ら、お洒落なシェルフを作りましょう。
★ペイント仕上げはありません

サイズ︓(約)幅60×奥⾏25.5×⾼さ84cm
開催時間︓13:00〜16:00
参加費︓1個 8,000円(税込8,800円)
→4,000(税込4,400円)※材料費込
定員︓4名
所要時間︓約180分

9(水)・27(⽇)

秋の園芸「ベジタブルボックス」

5(土)

新しい季節に「万年カレンダー」

6(⽇)・22(火・祝)

玄関のウェルカムボードに「メッセージボード」

電動⼯具で組み⽴て後、⽊のブ
ロックにペイントとステンシルを。毎年
使い続けることのできる温かみ溢れ
る卓上カレンダーです。

チョークで文字が描けるチョークボー
ドペイントを使って、壁にも掛けられ
るメッセージボードを作ります。釘打
ちで組み⽴てをします。

サイズ︓(約)幅15×奥⾏6×⾼さ14cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1個 1,000円(税込:1,100円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

サイズ︓(約)幅30×奥⾏7.5×⾼さ40cm
開催時間︓①10:00〜12:30
②14:00〜16:30
参加費︓1個 1,200円(税込1,320円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約150分

12(土)

13(⽇)

秋の⻑⾬「傘⽴て」

敬⽼の⽇ 「脳トレパズル」

電動⼯具を使って組み⽴て、お好
みの色で塗装します。
カラーボックスにも入るのでお部屋の
整理にもおすすめです。

電動⼯具で組み⽴てて、引っ掛け
式の傘⽴てを作ります。
お好みの色にペイントし、底に水受
けトレーを敷いて完成です。

カットした⽊材を接着剤でお好みの
形にします。片⾯にカラフルに色を
塗り、片⾯にメッセージを書けば完
成です。お⼦様にはもちろん、頭の
体操にも役⽴ちます。

サイズ︓(約)幅39.5×奥⾏27×⾼さ27cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1個 1,500円(税込1,650円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

サイズ︓(約)幅44×奥⾏13×⾼さ100cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1個 1,500円(税込1,650円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

サイズ︓(約)幅12×奥⾏10×⾼さ2㎝
開催時間︓①10:00〜11:30
②14:00〜15:30
参加費︓1個 700円(税込770円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約90分

tukuriba
コラボ
ワークショップ

16(水)

花台にも出来るシンプルな「角スツール」

19(土)

20(⽇)

敬⽼の⽇「オリジナルグラス」

敬⽼の⽇「メッセージ⼊りタオルハンカチ」

脚を組み⽴て、座⾯を取付けるだ
け︕作り⽅をマスターすれば、テーブ
ルも作ることが出来ます。
★ワックスで仕上げます。

ホビールーターでグラスを削ります。
おじいちゃんやおばあちゃんへメッ
セージやイラストの入ったオリジナル
グラスを作ってみませんか︖

布に貼れるシートを使って、メッセー
ジ入りのタオルハンカチを作ります。
※タオルハンカチは写真と異なる場
合があります。

サイズ︓(約)幅27×奥⾏27×⾼さ47.8cm
開催時間︓①10:00〜12:30
②14:30〜17:00
参加費︓1個 4,000円(税込4,400円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約150分

サイズ︓(約)縦12×直径6cm 300ml
開催時間︓①10:00〜11:30
②14:00〜15:30
参加費︓1個 500円(税込550円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約90分

サイズ︓(約)縦25×横25cm
開催時間︓①10:00〜10:30 ②11:00〜11:30
③14:00〜14:30 ④15:00〜15:30
参加費︓1個 500円(税込550円)※材料費込
定員︓①②③④各4名
所要時間︓約30分

21(月・祝)

敬⽼の⽇「⼿形アート」

26(土)

秋の園芸「デニムエプロン」

お⼦様の成⻑もわかる⼿形アート
で、おじいちゃんとおばあちゃんへの
感謝を一枚の作品にしてみません
か?

無地のデニムエプロンにお好みのデ
ザインのステンシルをします。ガーデニ
ングなどの作業にぴったりなオリジナ
ルエプロンを作ります。

サイズ︓(約)縦27×横38cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:00〜15:00 ④15:30〜16:30
参加費︓個 500円(税込550円)※材料費込
定員︓①②③④各4名
所要時間︓約60分

サイズ︓(約)丈73cm
開催時間︓①10:00〜11:00
②14:00〜15:00
参加費︓1個 1,000円(税込1,100円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約60分

tukuriba
コラボ
ワークショップ

30(水)

電動工具マスター講座①「ドリルドライバー編」
⽇常でも使⽤頻度が⾼く便利な「ド
リルドライバー」、「インパクトドライ
バー」との違いって︖基本と応⽤の
使い⽅等実践も踏まえながら進め
ていきます。

※画像はイメージです
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1名 2,500円(税込2,750円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

事前予約優先

10月

047-407-6120

※参加のお申し込みは、店頭またはお電話にて受付致してお
ります。
※当日参加希望の方は、お電話にて相談ください。
※写真は作品例です。⼩物は含まれません。
※汚れてもよい服装での参加をお願いします。
※随時参加可能ワークショップにおいてもお待ちいただくことが
ございます。
※一人で作業できないお子様は保護者の方との共同作業で
の参加をお願いします。
※キャンセルは開催前日の18時までにお願いします。

店内
iite Factory
にて開催

●レジ袋の有料化に伴い、作品のお持ち帰り袋も有料となっております。マイバッグのご持参にご協⼒をお願いします。●

3(土)

マクラメ「ハンドジェルホルダー」

tukuriba
コラボ
ワークショップ

4(日)

相⽋き継に挑戦︕「丸スツール」

7(水)・31(土)

接着剤で組み⽴て「マルチボックス」

ハンドジェルが持ち運びしやすいよう
に、ロープでハンギングホルダーを作
ります。編み方を覚えれば、ペットボ
トルなどに応⽤できて便利ですよ。
※ハンドジェル付です。

2本の⽊材を十字に組む「相欠き
継ぎ」加⼯をし、電動ドリルドライ
バーで組み⽴てます。
★無塗装での完成となります。

⽊⼯⽤接着剤を使って、組み⽴て
ます。ワックスや⽔性塗料でペイント
し、ステンシルをして仕上げます。救
急箱や⼩物入れ、マスクケースとし
ても活躍してくれます。

サイズ︓(約)直径4×⾼さ15cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:30〜15:30 ④16:00〜17:00
参加費︓1個 800円(税込880円)※材料費込
定員︓①②③④各4名
所要時間︓約60分

サイズ︓(約)座⾯直径28×⾼さ49.5cm
開催時間︓①10:00〜12:30
②14:00〜16:30
参加費︓1個 5,000円(税込5,500円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約150分

サイズ︓(約)幅25×奥⾏20×⾼14.8cm
開催時間︓①10:00〜12:30
②14:00〜16:30
参加費︓1個 1,200円(税込1,320円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約150分

10(土)

秋の模様替え「ティッシュBOX」

14(水)

11(日)

作って遊ぼう「キッズキッチン」

お散歩のお供に「トートバッグ」

カット済みの⽊材を組み⽴てます。
ワックスや⽔性塗料でペイントし、ス
テンシルでオリジナルのカバーを作り
ましょう。(対応ティッシュサイズは23
×11.5×5.5ｃｍ)

カラーボックスと⽊材を電動⼯具で
組み合わせます。⽊でできた蛇口や
コンロなどを取付、ワックスや⽔性塗
料でペイントします。
※ステンシルは含みません。

無地のトートバッグにお絵かきをし
て、お散歩やお買い物に便利なバッ
グを作ります。サイズは3種類ですの
で、ご予約の際にお申し付けくださ
い。

サイズ︓(約)幅27×奥⾏16×⾼さ9cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1個 1,000円(税込1,100円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

サイズ︓(約)幅64×奥⾏31×⾼91cm
開催時間︓13:00〜16:00
参加費︓1台 6,000円(税込6,600円)※材料費込
定員︓4名【最終予約受付日 10／8(木)】
所要時間︓約180分

サイズ︓⼩/(約)縦22×横33.5cm 中/(約)縦36×横34.5cm
大/(約)縦39.5×横46.5cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②14:00〜15:00
参加費︓⼩/ 500円(税込550円) 中/ 800円(税込880円)
大/ 1,000円(税込1,100円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約60分

17(土)

おうちハロウィン「ボックスライト」

18(日)

tukuriba
コラボ
ワークショップ

作ってみよう「ハシゴ型タオル掛け」

21(水)

お部屋のアクセントに「フック付多目的棚」

ボックス型のフォトフレームにステンシ
ルをして、ハロウィン柄のライトを作り
ます。
※LEDライト、電池付です。

電動⼯具を使って組み⽴て、ワック
スや⽔性塗料でペイントします。壁
に⽴てかけて使うタオル掛けは洗⾯
所やお部屋にあると便利ですよ、

マス目の中に⼩物を飾って、あなた
だけの”お気に入りコーナー”を作りま
せんか︖※フックは別売りです。
★ワックスで仕上げます。

サイズ︓(約)幅20×奥⾏3×⾼さ15cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:30〜15:30 ④16:00〜17:00
参加費︓1個 1,000円(税込1,100円)※材料費込
定員︓①②③④各4名
所要時間︓約60分

サイズ︓(約)幅33×奥⾏5×⾼92cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1個 1,000円(税込1,100円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

サイズ︓(約)幅37.8×奥⾏8.9×⾼さ45cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1個 3,500円(税込3,850円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

24(土)

マイスターに習う︕「洋包丁の研ぎ⽅」

25(日)

読書の秋「マガジンラック」

包丁メーカー「貝印」さんによる包丁
研ぎ教室です。ご⾃宅で使⽤して
いる包丁を、布や新聞紙等に包ん
でご持参ください。

カット済みの⽊材を電動ドリルドライ
バーで組み⽴て、ワックスでペイント
します。絵本やお気に入りの雑誌を
⾒せながら収納できる人気の作品
です。

開催時間︓①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
参加費︓1個 500円(税込550円)
※三徳包丁1本が目安です。
※砥石は貸出致します。
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

サイズ︓(約)幅54×奥⾏18×⾼さ70cm
開催時間︓①10:00〜12:30
②14:30〜17:00
参加費︓1個 2,500円(税込2,750円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約150分

tukuriba
コラボ
ワークショップ

28(水)

電動工具マスター講座②「ジグソー・サンダー編」
基本の電動⼯具から本格電動⼯
具までマスターできます。第2弾は
「ジグソーで切る・サンダーで磨く」で
す。

※画像はイメージです
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1名 2,500円(税込2,750円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

新型コロナウイルスの感染拡大防止と
ご来店されるすべてのお客様の安全の為ご協力をお願いいたします。

マスク着用の上、ご来店・ご参加ください

風邪のような症状のある方、
体調のすぐれない方は
参加をご遠慮ください

ワークショップ参加者1名につき、
付き添いは1名までとさせていただきます

