9月

事前予約優先

042-371-5051

※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、お電話にてご相談ください。
※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。マイバッグ持参のご協⼒をお願い申し上げます。●

3(木)

5(土)

これでもう無くさない︕「キースタンド」

6(日)

シンプルナチュラルな「ペットの食卓」

秋の⻑⾬に「傘⽴て」

DIY初心者の方におすすめのワーク
ショップです。電動工具を使って、木
製のキースタンドを作ります。木の取
り付け位置を変えると、ちいさなラッ
クに大変身♪

大好きなワンちゃん・ネコちゃんへお
手製の「お食事テーブル」はいかがで
しょう。天面ダボ仕上げと自然由来
の塗料、荏油(=エゴマ油)でこだわ
りの仕上がりです。

木製の引っかけ型傘⽴てです。
電動工具で組み⽴て、ウッドワックス
を塗ってアンティーク調に仕上げま
す。底にはトレイを敷くので水受けも
バッチリ︕

サイズ︓(約)幅34×奥⾏9×⾼さ31.5cm
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

※ステンシルでの名入れ可
サイズ︓(約)幅29×奥⾏20×⾼さ10.8cm
開催時間︓①10:00〜11:30
②14:00〜15:30
参加費︓1個 2,000円(税込2,200円)
※材料費込【ステンレス製食器657円2個付き】
定員︓①②各4名
所要時間︓約90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

10(木)・22(火・祝)

12(土)

キャスター付きで移動も楽々「キッチンワゴン」
電動工具を使⽤し組み⽴てます。
取っ手で引き出しやすく、ストッパー
付きキャスター(2個)で、転がりすぎ
も防止。下段に2Lのペットボトルが
6〜8本まで収納可能です。

サイズ︓(約)幅28×奥⾏48×⾼さ76.5cm
開催時間︓10:00〜16:00(12:00〜14:00休憩)
参加費︓1個 4,000円(税込4,400円)※材料費込
定員︓4名
所要時間︓約240分

17(木)

ヘリンボーン柄「ローテーブル」

13(日)

新しい季節に「万年カレンダー」

敬⽼の日「メッセージフォトフレーム」

電動工具で組み⽴て後、木のブ
ロックへ丁寧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。

大好きなおじいちゃん、おばあちゃん
へ向けたメッセージと「ストリングボー
ド」でデコレーションしたボックスフレー
ムで、世界に一つの手作りの贈り物
を作りましょう♪

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20×奥⾏3.5×⾼さ15cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:00〜15:00 ④15:30〜16:30
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

19(土)

敬⽼の日「アロマワックスバー」

20(日)

敬⽼の日「⼿形アート」

21(月・祝)

こぎん刺しの「くるみボタン」

【事前予約限定︕】
鰊(ニシン＝へリング)の骨
をモチーフにした模様で、
カフェのようにおしゃれな
雰囲気のテーブルです♪

お部屋やクローゼットで優
しく香る、灯さない香りの
キャンドル。ナチュラルな
雰囲気のギフトとしてもお
ススメです。

お子様の成⻑も分かる
手形アートで、おじいちゃ
ん、おばあちゃんへの感謝
を一枚の作品にしてみま
せんか︖

津軽地方の伝統工芸
「こぎん刺し」。シンプルな
技法で初心者さんも大
丈夫♪3個入キットの中
から1点講習します。

サイズ︓(約)幅63.5×奥⾏49×⾼さ26.5cm
開催時間︓①10:00〜12:30
②14:00〜16:30
参加費︓1個 4,000円(税込4,400円)※材料費込
定員︓①②各2名【最終予約受付日9/10(木)】
所要時間︓約150分

サイズ︓(約)縦8×横8cm
開催時間︓①10:00〜 ②11:30〜
③14:00〜 ④15:30〜
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60分

サイズ︓(約)縦32×横22.5cm
開催時間︓①10:00〜 ②11:30〜
③14:00〜 ④15:30〜
参加費︓1枚 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)直径3cm
開催時間︓①10:00〜 ②14:00〜
参加費︓1,000〜1,200円
(税込1,100〜1,320円)
※キット代、講習費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

26(土)

リメイクDIY「モザイクタイル鉢」
素朴な素焼き鉢にタイル
を貼って気持ちが明るくな
るようなタイル鉢を作って
みましょう︕

サイズ︓(約)幅12×奥⾏12×⾼さ10cm(3.5号)
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

27(日)

伸縮できる「ブックスタンド」
カット済みの木材を電動
工具で組み⽴て、ペイン
トして仕上げます。本の
量に合わせてサイズを変
えられますよ♪
サイズ︓(約)幅33〜58×奥⾏15×⾼さ23cm
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

30(水)

ビンテージ風「インテリアフレーム」
べた塗り卒業︕エイジン
グ塗装の技を習得♪味
わいのあるインテリアフレー
ムを一緒に作りましょう。
※花材は含まれません
サイズ︓(約)幅30×奥⾏2×⾼さ30cm
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

毎月の
ワークショップスケジュールを
DCMアプリで
ご確認いただけます
アプリのダウンロードはこちらから↓

お気に入り店舗の登録もお願いします☺

事前予約優先

10月

042-371-5051

※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、お電話にてご相談ください。
※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。マイバッグ持参のご協⼒をお願い申し上げます。●

3(土)

秋冬インテリア「タイル掛け時計」

4(日)・28(水)

秋の園芸「ベンチ型フラワースタンド」

7(水)

室内インテリアに「おうち型プランター」

掛け時計のフレームにタイルを配
置、接着します。目地材で隙間を
埋めてオリジナルの掛け時計を作り
ます。

ベンチ型のフラワースタンドを作って、
お部屋やお庭を楽しく彩りません
か︖ワックス仕上げで、屋内外どち
らでも使用可能です。

カット済みの木材を電動ドリルドライ
バーで組み⽴て、⽔性塗料でペイン
トして仕上げます。
屋内用なので、⼩物入れとしてもお
使いいただけます。

サイズ︓(約)直径23×厚さ3.8cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1個 2,000円(税込2,200円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

サイズ︓(約)幅57×奥⾏26.5×⾼さ29cm
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18×奥⾏10.5×⾼さ35cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
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120分

10(土)

おうちハロウィン「ガーランド」

11(日)

秋の園芸「ハンギングフラワー」

14(水)

秋の園芸「ベジタブルボックス」

カット済みの木材に、⽔性塗料でペ
イントし、お好みの柄を付けたら完
成︕オリジナルDIYガーランドでハロ
ウィンを楽しんじゃおう♪

季節のお花の中からお好みのお花
をお選びいただき、ハンギングで寄せ
植え体験をします。玄関先やお庭を
おしゃれに飾り付けましょう。

電動⼯具を使って組み⽴て、ワック
スでペイントします。
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。

サイズ︓(約)幅75×⾼さ9.5cm(⿇紐:1.5〜2m)
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:00〜15:00 ④15:30〜16:30
参加費︓1個 700円(税込770円)※材料費込
定員︓①②③④各4名
所要時間︓約60分

※イラストはイメージです
サイズ︓(約)幅32×奥⾏17×⾼さ16cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1個 2,000円(税込2,200円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

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

17(土)

秋の園芸「多肉の寄せ植えと鉢カバー」

18(日)

おうちハロウィン「キャンドルカップ」

21(水)

ベランピングに「木製ランタン」

多肉植物の寄せ植えと、素焼き鉢
(3.5号)にペイントをする鉢カバーづ
くりを一緒に体験できる、大変お得
なワークショップ︕

コロンとしたグラスにガラスペイントと
⽔性塗料を重ねて隙間からこぼれ
る明かりが素敵なキャンドルカップを
作りましょう。
※LEDキャンドル付き

⽔性塗料でペイントし、ボンドで組
み⽴てるだけ︕キャンドル型ライトを
置いてみたり、グリーンを飾ってもステ
キです。

サイズ:【鉢】(約)直径7〜10×⾼さ10cm
開催時間:①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
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120分

サイズ︓(約)直径7×⾼さ7cm
開催時間︓①10:00〜 ②11:00〜 ③12:00〜
④14:00〜 ⑤15:00〜 ⑥16:00〜
参加費︓1個 500円(税込550円)※材料費込
定員︓①②③④⑤⑥各4名
所要時間︓約30分

サイズ︓(約)幅10×奥⾏10×⾼さ19cm
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3名
所要時間︓約90分

24(土)

おうちハロウィン「カラーキャンドル」

25(日)

おうちハロウィン「ストリングボード」

31(土)

読書の秋「マガジンラック」

市販のローソクを使用して、2層のカ
ラーキャンドルを作ります。色は16
色の中からお選びいただけます。【※
固まるまでの時間として、20~30
分程お時間頂戴します】

釘と糸を使ったアート、ストリングボー
ドを体験してみませんか︖海外でも
人気で、お部屋のインテリアとしても
最適♪

絵本やお気に入りの雑誌を、まとめ
て収納できる便利なラックを作りま
す。カット済みの木材を電動⼯具で
組み⽴て、ワックスでペイントして仕
上げます。

サイズ︓(約)直径6×⾼さ3cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:00〜15:00 ④15:30〜16:30
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60分

サイズ︓(約)縦10×横10cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:00〜15:00 ④15:30〜16:30
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60分

サイズ︓(約)幅49×奥⾏17.5×⾼さ65cm
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3名
所要時間︓約150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

