事前予約優先

046-833-1731

※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。

ワークショップスケジュール

4

店内 iite Factory にて開催

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

WEB予約はこちらから

月

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。
※開始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、参加をお断りさせていただくこ

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

DIY倶楽部

す。マイバッグのご持参にご協力をお願いします。

ご利⽤には会員登録（無料）が必要となります

春休み 親子で楽しむ ワークショップ

1(木)

2(金)

新生活「万年カレンダー」

木のぬくもり「モザイクキーホルダー」

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

様々な樹種の木片を貼り合わせて木のモザイクタイル

組み立てます。

ンシルを入れてもステキです。

ンシルで文字入れをします。木工用接着剤と手工具で

キーホルダーを作りましょう。お好みでアクセントになるステ

サイズ：(約)幅15×奥行6×高さ14cm

サイズ：(約)幅6×奥行6×高さ1.5cm

開催時間：①10:00〜12:00

開催時間：①10:00〜

②14:00〜16:00

④14:00〜

②11:00〜
⑤15:00〜

③12:00〜
⑥16:00〜

参加費：1個 1,000円(税込1,100円)※材料費込

参加費：1個 500円(材込550円)※材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約30分

定員：①②各4名

定員：①②③④⑤⑥各4名

3(土)

4(日)

春の園芸「マーブルペイント鉢へ寄せ植え」

作ってみよう「アクレーヌでボンボンマスコット」

プラ鉢にマーブル模様のペイントを施し、季節のお花を寄

アクリル製のフェルト「アクレーヌ」を使って、マスコットを作

世界に一つだけのポットを作ってお庭を彩りませんか？

者同伴でご参加をお願い致します。

せ植えします。豪華に見えるポイントもご紹介します。

ります。ハサミや針を使用するので、小さなお子様は保護

【お好きな苗を別途購入し、寄せ植えします】

サイズ：【鉢】(約)幅14.5×奥行14.5×高さ18cm

開催時間：①10:00〜11:30
③15:30〜17:00

参加費：1個 1,000円(税込1,100円)※鉢・材料費込、苗代別途
定員：①②③各4名
所要時間：約90分

サイズ：(約)直径6cm〜

②13:30〜15:00

開催時間：①10:00〜12:00

②14:00〜16:00

※当日は植物の生育・仕入れの状
況にあった苗をご⽤意いたします。

参加費：1個 748円(税込822円)〜※材料費込
定員：①②各4名

所要時間：約120分

※作品は⼀例です

続きは裏面へ→

7(水)

始めようDIY！「電動ドリルドライバー」

10(土)・21(水)

11(日)

新生活「スクエアスツール」

春の園芸「ブロークンポット」

日常でも使用頻度が高く便利な

カット済みの木材を電動工具で組

自分で鉢を割るストレス解消な作

バー」との違いって？基本と応用の

しっかりした仕上がりです。

と小物の飾り付けで物語に出てきそ

「ドリルドライバー」、「インパクトドライ

立てます。座面も大きく、シンプルで

使い方等実践も踏まえながら学ん

【無塗装でのお渡しになります。】

でいただきます。

うな小さな庭づくりを楽しんでみませ
んか？

サイズ：(約)幅40×奥行35×高さ48cm

開催時間：①10:00〜12:00

開催時間：①10:00〜12:00

②14:00〜16:00

業から開始！多肉植物の寄せ植え

②14:00〜16:00

サイズ：(約)幅22×奥行20×高さ22cm
開催時間：①10:00〜12:00
②14:00〜16:00

※⼩物は⼀例です。

参加費：1名 1,800円(税込1,980円)※材料費込

参加費：1個 3,500円(税込3,850円)※材料費込

参加費：1個 2,500円(税込2,750円)※苗・鉢他材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約120分

所要時間：約120分

定員：①②各2名

14(水)

理想のお部屋に「内壁塗装」

定員：①②各4名

定員：①②各4名

17(土)

18(日)

G-Fun沼にハマる？「ミニチュア チェア」

新生活「ベジタブルボックス」

「DIYでやってみたいこと」でも人気の

アルミフレームをコネクタで連結するこ

カット済みの木材を電動工具を使っ

いいのか、失敗しないコツ等、一緒

Funを使って、ミニチュアサイズのイス

す。カラーボックスにも入るのでお部

高い壁の塗装。何から準備すれば

とで、自由に組み立てが可能なG-

に試しながら初めての方にも分かり

を作ってみましょう。

やすくお伝えします。

サイズ：(約)幅16×奥行16×高さ24cm

開催時間：①10:00〜12:00

開催時間：①10:00〜11:00

②14:00〜16:00

②13:00〜14:00

て組み立て、ワックスでペイントしま
屋の整理にもおすすめです。

サイズ：(約)幅39.5×奥行27×高さ27cm
開催時間：①10:00〜12:30
②14:30〜17:00

参加費：1人 1,800円(税込1,980円)※材料費込

参加費：1個 1,819円(税込2,000円)※材料費込

参加費：1個 1,500円(税込1,650円)※材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約60分

所要時間：約150分

定員：①②各2名【最終予約受付日4／11(日)】

24(土)

新生活「マガジンラック」

定員：①②各3名

25(日)

春の園芸「ベンチ型プランター」

定員：①②各4名

29(木・祝)

初めての家庭菜園「ミニトマト苗を植えよう」

絵本やお気に入りの雑誌を、まとめ

カット済みの木材を電動工具で組

おうちで出来る野菜づくりにチャレン

す。カット済みの木材を電動工具で

ペイントします。お好みのステンシル

菜づくり初心者の方、大歓迎！手

て収納できる便利なラックを作りま

み立てます。水性塗料かワックスで

組み立て、ワックスでペイントして仕

で絵柄を入れて飾りましょう♪

上げます。

サイズ：(約)幅25×奥行16.5×高さ35cm

②14:30〜17:00

③15:30〜17:00

開催時間：①10:00〜11:30

ぶらでOK！ぜひ、お気軽にご参加く
ださい。

サイズ：(約)幅49×奥行17.5×高さ65cm
開催時間：①10:00〜12:30

ジしてみませんか？ガーデニング・野

②13:30〜15:00

サイズ：【プランター】(約)幅47×奥行30×高さ26cm
開催時間：①10:00〜11:00
③14:30〜15:30

②11:30〜12:30
④16:00〜17:00

参加費：1個 2,500円(税込2,750円)※材料費込

参加費：1個 910円(税込1,000円)※材料費込

参加費：1個 1,000円(税込1,100円)※苗、プランター他材料費込

所要時間：約150分

所要時間：約90分

所要時間：約60分

定員：①②各4名

定員：①②③各4名

定員：①②③④各4名

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

事前予約優先

046-833-1731

※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、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。
※開始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、参加をお断りさせていただくこ

ワークショップスケジュール

5

店内 iite Factory にて開催

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

WEB予約はこちらから

月

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

DIY倶楽部

す。マイバッグのご持参にご協力をお願いします。

ご利⽤には会員登録（無料）が必要となります

1(土)

初夏の園芸「ベンチ型フラワースタンド」
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。

サイズ：(約)幅57×奥行26.5×高さ29cm

開催時間：①10:00〜12:30

②14:30〜17:00

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150分

2(⽇)

3(月・祝)

⺟の⽇「多⾁写真⽴て」

卓上をスッキリ！「スタッキングミニボックス」

多肉のブーケを額に入れて、お部屋に飾れる植物のギフト

カット済みの木材を木工用接着剤で組み立て、マスキン

ケを作っていただき、お好みのマスキングテープやピック、リ

完成です。文房具や細かなパーツなどの収納に便利な

はいかがですか？麻布でナチュラルな雰囲気の多肉ブー

グテープでカラフルにデコレーション♪小さな取っ⼿を付けて

ボンでデコレーションしましょう。

積み重ねができる小箱を作りましょう。

(メッセージカード付き)

サイズ：(約)幅15×奥行10×高さ20cm

開催時間：①10:00〜11:00
③14:30〜15:30

サイズ：(約)幅8×奥行8×高さ9.5cm

②11:30〜12:30

開催時間：①10:00〜11:00

④16:00〜17:00

参加費：1個 500円(税込550円)※材料費込、苗代別途
定員：①②③④各4名
所要時間：約60分

③14:30〜15:30

※当日は植物の生育・仕入れ状
況にあった苗をご⽤意いたします。
※フレームの⾊は画像と異なる場
合があります。

②11:30〜12:30

④16:00〜17:00

参加費：4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

4(火・祝)

5(水・祝)

⺟の⽇「ハーバリウム」

こどもの⽇「モザイクキーホルダー」

透き通ったオイルに浮かぶ花材が美しい、気軽に飾ること

様々な樹種の木片を貼り合わせて木のモザイクタイル

にしてみませんか？お子様でも気軽に参加できます。

ンシルを入れてもステキです。

のできるインテリアフラワーを⼿作りして⺟の日のプレゼント

キーホルダーを作りましょう。お好みでアクセントになるステ

サイズ：(約)幅4×奥行4×高さ13cm

開催時間：①10:00〜11:00
③14:00〜15:00

サイズ：(約)幅6×奥行6×高さ1.5cm

②11:30〜12:30

開催時間：①10:00〜

④15:30~16:30

④14:00〜

②11:00〜
⑤15:00〜

③12:00〜
⑥16:00〜

参加費：1個 1,000円(税込1,100円)※材料費込

参加費：1個 500円(税込550円)※材料費込

所要時間：約60分

所要時間：約30分

定員：①②③④各4名

定員：①②③④⑤⑥各4名

8(土)

9(⽇)

⺟の⽇「デコパージュ鉢の寄せ植え」

初夏の園芸「2段ガーデンラック」

⼤好きなお⺟さんにDIYした鉢植えをプレゼント♪

カット済みの木材を電動工具で組み立て、水性塗料と

の花苗を選んで寄せ植えします。⺟の日以外でももちろ

のディスプレイにおすすめの作品です。

素焼き鉢にまるで印刷したみたいな絵柄をつけてお好み

ワックスでペイントします。小さめの観葉植物や多肉植物

んOKです。

(メッセージカード・簡易ラッピング付き)
サイズ：【鉢】(約)幅15×奥行15×高さ15cm

開催時間：①10:00〜11:30
③15:30〜17:00

サイズ：(約)幅34×奥行23×高さ40cm

②13:30〜15:00

開催時間：①10:00〜12:30

②14:30〜17:00

参加費：1個 700円(税込770円)※材料費込、苗代別途
定員：①②③各4名
所要時間：約90分

参加費：1個 1,819円(税込2,000円)※材料費込
※当日は植物の生育・仕入れ状
況にあった苗をご⽤意いたします。

定員：①②各4名

所要時間：約150分

続きは裏面へ→

12(水)

失敗しない！「壁に棚を付ける」

15(土)

16(⽇)

木部保護塗料を試そう！「コーナーラック」

初夏の園芸「多⾁写真⽴て」

一般的な住宅の内壁について説明

カット済みの木材を電動工具で組

麻布のポケットに多肉植物を植えこ

れている石膏ボードへの棚の付け方

の塗料(4色から選択)でペイントしま

てる楽しみ両方味わうことのできる

しながら、ほとんどの内壁として使わ

み立て、防虫・防腐・防カビ剤入り

を実践していただきます。「あの場所

んだ写真立ては、眺める楽しみと育

す。屋外でも心配なく使用できるフ

に棚を付けたい…」を叶える！

作品です。

ラワースタンドにピッタリの作品です。
サイズ：(約)幅22×奥行22×高さ60cm

サイズ：(約)幅15×奥行10×高さ20cm

開催時間：①10:00〜12:00

開催時間：①10:00〜12:30

参加費：1名 1,800円(税込1,980円)※材料費込

参加費：1個 2,000円(税込2,200円)※材料費込

④16:00〜17:00 ご⽤意いたします。
参加費：1個 500円(税込550円)
※フレームの⾊は画像と

所要時間：約120分

所要時間：約150分

定員：①②③④各4名

②14:00〜16:00

定員：①②各2名【最終予約受付⽇ 5／9(⽇)】

19(水)

小さな菜園づくり「ハーブの窓辺プランター」

開催時間：①10:00〜11:00

②14:30〜17:00

定員：①②各4名

22(土)

G-Fun沼にハマる？「ミニチュア デスク」

③14:30〜15:30

②11:30〜12:30 ※当日は植物の生育・

※材料費込、苗代別途

カラーボックスに収まる「スタッキング木箱」

アルミフレームをコネクタで連結するこ

カット済みの木材を電動工具で組

動が楽な持ち⼿付きプランターに3

Funを使って、ミニチュアサイズの机を

ダボ仕上げの凝った作りにお好みで

とで、自由に組み立てが可能なG-

種のハーブを植えましょう。簡単なメ

み立てます。深型で収納力も高く、

作ってみましょう。

ンテナンスのポイントもお伝えします。

※当日は植物の生育・仕入れ状況に
あった苗をご⽤意いたします。

サイズ：【プランター】(約)幅32.5×奥行12.5×高さ14.5cm
開催時間：①10:00〜12:00
②14:00〜16:00

サイズ：(約)幅16×奥行16×高さ24cm

異なる場合があります。

所要時間：約60分

23(⽇)

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ます。移

仕入れ状況にあった苗を

ステンシルをしていただきます。
※天板の⾊はクリアの予定です。

開催時間：①10:00〜11:00
②13:00〜14:00

サイズ：(約)幅39×奥行27×高さ14cm
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、苗代別途

参加費：1個 1,819円(税込2,000円)※材料費込

参加費：1個 2,000円(税込2,200円)※材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約60分

所要時間：約120分

定員：①②各4名

26(水)

始めようDIY！「ジグソー・サンダー」

定員：①②各3名

29(土)

色選びも楽しい「タイルコースター」

定員：①②各4名

30(⽇)

ヘリンボーン柄「ローテーブル」

基本の電動工具の使い方を丁寧に

カット済みの木枠のついた木材に2

鰊(ニシン＝へリング)の骨をモチーフ

方でも安全に使いこなす方法を実

好みのデザインで仕上げていきます。

ワックスでペイントし、電動工具で組

学ぶシリーズ。ジグソーって何？という
践を交えてお伝えします。

色のタイルと目地材を敷き詰め、お

サイズ：(約)縦11×横11cm

開催時間：①10:00〜12:00

開催時間：①10:00〜12:00

②14:00〜16:00

②14:00〜16:00

参加費：1名 1,800円(税込1,980円)※材料費込

参加費：2枚 1,200円(税込1,320円)※材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約120分

定員：①②各2名

定員：①②各4名

にしたおしゃれなカフェ風の天板へ

み立てる折り畳み式のテーブルです。

サイズ：(約)幅63.5×奥行49×高さ26.5cm
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【最終予約受付日5／27(木)】
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。

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

