11月
店内
iite Factory
にて開催

事前予約優先

ワークショップ
スケジュール

043-463-5211

※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。

●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。●

1(日)

クリスマス「多肉パフェ」
⾊とりどりのカラーサンドを入れ、多
肉植物を植えます。かわいいお菓子

3(火・祝)

花台にもできるシンプルな「角スツール」

7(土)

冬の食卓「タイルで鍋敷き」

とホイップのトッピングを飾れば完成
です。

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。ペイントは
ワックス仕上げです。

木枠にワックスでペイントし、お好み
のデザインに敷き詰めたタイルを目
地材で埋めていきます。手作りの鍋
敷きで⾷卓に彩りを︕

サイズ︓(約)直径6×⾼さ6cm
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

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18.5×横18.5cm
開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1枚 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

8(日)

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、ワック
スでペイントします。下段に2Lのペッ

PRICE
DOWN

30％OFF

11(水)・28(土)

玄関先のアクセントに「ミニラダーシェルフ」

14(土)

ざっくり収納に「ベジタブルボックス」

トボトルが6〜8本まで収納可能で
す。

壁に⽴て掛けて使うハシゴ型シェル
フを作ります。
★天板はペイントで、ハシゴ部分は
ワックスで仕上げます。

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

サイズ︓(約)天板幅38×天板奥⾏14.3×⾼さ60cm
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)
→2,800円(税込3,080円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約150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

15(日)

レジンで「ハーバリウム」

18(水)

始めようDIY︕「⼿⼯具の使い⽅」

21(土)

ほっこり、木製「ティッシュボックス」

ハーバリウムをレジンで再現してみま
した。レジン液の中に本物のドライフ
ラワーやプリザーブドフラワーを入れ、
香水瓶のようなボトル型に仕上げま
す。

差し⾦やのこぎり・⽞能を中⼼に、
木工の基本となる手工具について
座学と実践を交えながらお伝えして
いきます。正しい使い方をマスターし
て安全にDIYを楽しみましょう♪

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)

サイズ︓(約)幅1.3×奥⾏1.3×⾼さ2.5cm
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

開催時間︓①10:00〜12:00
※画像はイメージです
②14:00〜16:00
参加費︓1人 1,800円(税込1,980円)※材料費込
定員︓①②各2名
所要時間︓約120分

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

22(日)

クリスマスプレゼントに「マガジンラック」

23(月・祝)

クリスマス「カップケーキキャンドル」

29(日)

クリスマス「ワイヤーオーナメント」

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。

カップケーキの様なかわいいキャンド
ルを作ります。本物みたいなものから
外国風メルヘンタイプまで、アレンジ
⾊々︕

加工のしやすいワイヤーを使用して
繊細なラインが大人な雰囲気を作
り出すクリスマスオーナメントを作りま
しょう♪

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4名
所要時間︓約150分

サイズ︓(約)直径6×⾼さ6cm
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︓【星】(約)幅12×⾼さ18cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:00〜15:00 ④15:30〜16:30
参加費︓3個 369円(税込405円)※材料費込
定員︓①②③④各4名
所要時間︓約60分

12月

事前予約優先

そめい野店

店内
iite Factory
にて開催

043-463-5211

※参加のお申し込みは、WEB・店頭またはお電話にて受付
致します。当日参加希望の方は、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。
※開始時間10分前までに会場にお越しください。
※開始時間を過ぎてからのお越しの場合、ご参加をお断りさ
せていただく場合がございます。
※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。

●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。●

2(水)

年末準備「万年カレンダー」

5(土)

マイスターに習う︕「洋包丁の研ぎ⽅」

カット済みの木材をワックスや水性
塗料でペイントし、ステンシルで⽂字
入れをします。木工用接着剤と手
工具で組み⽴てます。

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。

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

開催時間︓①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
参加費︓1人 500円(税込550円)
定員︓①②各4名
所要時間︓約120分

9(水)

クリスマスプレゼントに「キッズチェア」
背もたれも付いて安心な基本のイス
を作ってみましょう。⼩さなお子さん
が座るのにちょうどいいサイズ。花台
として使ってもおしゃれですよ。

サイズ︓(約)幅21.3×奥⾏23.3×⾼さ51cm 座⾯⾼さ27cm
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4名
所要時間︓約150分

16(水)

小さな本棚「引き出し付ブックシェルフ」
⾃分だけの便利な引き出し付本棚
を作ってみよう。電動ドリルドライ
バーで組み⽴て、ペイントして仕上
げます。
※取っ手は別売りです。

6(日)

クリスマスプレゼントに「スクールデスク」
カット済みの木材を電動工具で組
み⽴て、ワックスと水性塗料でペイン
トします。天板が開いて収納ができ
るお子様だけでなく、ディスプレイ用
としても人気のデスクです。

※三徳包丁1本が目安です。
※砥石は貸出致します。

12(土)

年末準備「消しゴムハンコ」

サイズ︓(約)幅59.8×奥⾏36×⾼さ57cm
開催時間︓10:00〜16:00(12:00~14:00休憩)
参加費︓1台 10,000円(税込11,000円)※材料費込
定員︓4名
所要時間︓約240分

13(日)

巣ごもりクリスマス「ボックスライト」

来年の⼲⽀は「丑」です︕かわいい
ウシの絵柄で消しゴムハンコを作って
みませんか︖他にも絵柄をご用意し
ています。新年の挨拶にぜひお使い
ください︕

ボックス型のフォトフレームにステンシ
ルをして、クリスマス柄のライトを作り
ます。
※LEDライト、電池付です。

サイズ︓⼤(約)縦6×横5cm ⼩（約）縦4×横3cm
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 ⼤500円(税込550円) ⼩300円（税込330円）
※材料費込
定員︓①②③④ 各4名
所要時間︓約60分

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

19(土)

やればできる︕「壁紙の貼り⽅」

20(日)

巣ごもりクリスマス「グルーガンライト」

壁紙の基本についてお伝えしなが
ら、もっともポピュラーな生のりタイプ
の壁紙を実際に貼っていただきま
す。コツやポイントを知って、⾃分で
できるようになりましょう。

グルーガンで下絵をなぞりツリー風の
ライトカバーを作ります。玄関や窓
辺にちょこんと飾ってお部屋のコー
ナーの雰囲気づくりに。
※LEDキャンドルライト付き

開催時間︓①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
参加費︓1人 1,800円(税込1,980円)※材料費込
定員︓①②各2名【最終予約受付日 12／16(水)】
所要時間︓約120分

サイズ︓(約)直径6×⾼さ14cm
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

★ワックス＆ペイントで仕上げます。

サイズ︓(約)幅40×奥⾏27×⾼さ15cm
開催時間︓①10:00〜12:30 ②14:30〜17:00
参加費︓1個 2,800円(税込3,080円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約150分

23(水)

マスキングテープで作る「収納ボックス」
ボール紙でできた引き出し収納ボッ
クスに、マスキングテープでデコレー
ションします。

サイズ︓(約)幅18.5×奥⾏13.5×⾼さ16cm
開催時間︓①10:00〜11:30 ②14:00〜15:30
参加費︓1個 741円(税込815円)※材料費込
定員︓①②各4名
所要時間︓約90分

26(土)

パラコードで「ハンドジェルホルダー」

27(日)

年末年始「水引でポチ袋」

丈夫なパラコードを編んで除菌用
ジェルなどをぶら下げるハンギングホ
ルダーを作ります。
※ボトルとカラビナは作品に含まれま
す。

色とりどりの水引と和紙を使ってオリ
ジナルのポチ袋を作ってみません
か︖様々な折り方や結び方をマス
ターすれば、色々な場⾯で役⽴つこ
と間違いナシ︕

サイズ︓(約)直径4×⾼さ20cm
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︓⼩(約)縦7.5×横5cm、⼤(約)縦11×横7cm
開催時間︓①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30
③14:00〜15:00 ④15:30〜16:30
参加費︓2個 500円（税込550円)※材料費込
定員︓①②③④各4名
所要時間︓約60分

ワークショップの

ができるようになりました！

ご予約はこちらから

DIY倶楽部
ご利用には会員登録（無料）が必要となります

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。

お客様ご⾃身でご用意ください

風邪のような症状のある方、
体調のすぐれない方の
参加はご遠慮願います

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

