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

1

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

2㊐

3㊊

お正月工作「ミニ絵馬」

お正月工作「オリジナルおみくじ」

願い事を書いたりステンシルをして、小さなオリジナル絵

2022年の運勢は自分で作る！

ましょう。可愛いミニ破魔矢付きです。

てます。ステンシルなどで仕上げたら完成です。どんなオモ

馬を作ります。玄関やお部屋に飾って、新年を楽しく迎え

くじの中身を自分で作り、箱を木工用接着剤で組み立
シロおみくじが誕生するか楽しみな作品です。

サイズ：【絵馬】(約)幅7×奥行1×高さ5cm

開催時間：①10:00〜
③13:30〜

②11:00〜

④14:30〜

サイズ：(約)幅8×奥行8×高さ22cm

開催時間：①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30

⑤15:30〜

③14:30〜15:30

参加費：1個 273円(税込300円)※材料費込

参加費：1個 455円(税込500円)※材料費込

所要時間：約30分

所要時間：約60分

定員：①②③④⑤各4名

定員：①②③各4名

4㊋

8㊏

キラキラかわいい「トワコロン時計」

新生活「ソーイングボックス」

トワコロン∞ビーズにゴムを通すだけでかわいい腕時計が

カット済みの木材を電動工具で組み立て、取っ手とピン

計を作りましょう。電池交換ができる仕様です。

塗装でカントリー風の可愛い作品です。

出来上がります。キラキラビーズで自分だけのオリジナル時

開催時間：①10:00〜

④14:00〜

②11:00〜

⑤15:00〜

クッションがついた便利な収納BOXを作ります。ワックス
※布地は一例です。色柄は異なります。
サイズ：(約)幅28.5×奥行13.8×高さ20cm

③13:00〜

開催時間：①10:00〜12:00

⑥16:00〜

②14:00〜16:00

参加費：1個 1,380円(税込1,518円)※材料費込

参加費：1個 1,364円(税込1,500円)※材料費込

所要時間：約30分

所要時間：約120分

定員：①②③④⑤⑥各4名

定員：①②各4名

9㊐

10㊊㊗

フタ付き収納BOX「ベンチストッカー」

大人気「2段ガーデンラック」

カット済みの木材を電動工具で組み立て、ワックスと水

カット済みの木材を電動工具で組み立て、水性塗料と

ビングで収納プラス荷物を置いたり、軽く腰掛けたりと大

のディスプレイにおすすめの作品です。

性塗料でペイントし、ステンシルで仕上げます。玄関やリ

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

活躍！

サイズ：(約)幅45×奥行34×高さ42cm

サイズ：(約)幅34×奥行23×高さ40cm

開催時間：①10:00〜12:00

開催時間：①10:00〜12:30

②14:00〜16:00

②14:30〜17:00

参加費：1個 2,273円(税込2,500円)※材料費込

参加費：1個 1,819円(税込2,000円)※材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約150分

定員：①②各4名

15㊏

定員：①②各4名

16㊐

事前予約限定

理想のお部屋に「内壁塗装」

キッチンやおままごとで「カフェ風ラック」

「DIYでやってみたいこと」でも人気の高い壁の塗装。何か

カフェ風なオーニングの屋根が付いた置き型の棚です。

がら初めての方にも分かりやすくお伝えします。

ントします。

ら準備すればいいのか、失敗しないコツ等、一緒に試しな

開催時間：①10:00〜12:00

②14:00〜16:00

電動工具を使って組み立て、ワックスと水性塗料でペイ

サイズ：(約)幅35×奥行13×高さ34cm

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

参加費：1個 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【最終予約受付日 1／12(水)】

定員：①②各4名

続きは裏面へ→

19㊌

22㊏

ボルト1本で掴む・繋げる「G-Funイス型飾り棚」

新生活「万年カレンダー」

アルミフレームトップシェアのSUSが提案する新しいDIYパー

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

DCMグループだけ。使い勝手の良さを試してみましょう。

組み立てます。

ツ。軽量・サビない・組立自在！店舗で購入できるのは

テンシルで文字入れをします。木工用接着剤と手工具で

サイズ：(約)幅51.3×奥行26.3×高さ45.6cm

サイズ：(約)幅15×奥行6×高さ14cm

開催時間：①10:00〜11:30

開催時間：①10:00〜12:00

②13:30〜15:00

②14:00〜16:00

参加費：1個 1,819円(税込2,000円)※材料費込

参加費：1個 1,000円(税込1,100円)※材料費込

所要時間：約90分

所要時間：約120分

定員：①②各3名

定員：①②各4名

23㊐

26㊌

DCM DIYキット「コレクションボックス 7マス」

始めようDIY！「カンナ・のみ」

カット済みの木材をワックスか水性塗料でペイントし、電

カンナの刃の調整の仕方、削り方、のみを使った組手の

軽にDIY♪小物や小さな植物をディスプレイするのにピッ

い使い方をマスターして安全にDIYを楽しみましょう。

方法を座学と実践を交えながらお伝えしていきます。正し

動工具で組み立てます。下穴加工済みなので誰でも手
タリな作品です。

サイズ：(約)幅32.5×奥行9×高さ32.5cm

開催時間：①10:00〜11:30

開催時間：①10:00〜12:00

参加費：1個 1,091円(税込1,200円)※材料費込

参加費：1名 1,800円(税込1,980円)

所要時間：約90分

所要時間：約120分

②13:30〜15:00

②14:00〜16:00

定員：①②各4名

29㊏

定員：①②各2名

30㊐

事前予約限定

新入学「ランドセルラック」

記念品やギフトにも「アクリルのドライフラワースタンド」

カット済みの木材を組み立てます。専用のラックを作って

ホビールーターでアクリル板にメッセージやイラストを彫りこ

せんか？

グを彩ります。ウェルカムボードや卒業祝いにもおススメで

自分でお片付けや次の日の準備ができるようにしてみま

みましょう。ドライフラワーがポイントになって、玄関やリビン
す。※花材は仕入れの状況により異なります。

サイズ：(約)幅54奥行27×高さ90cm

開催時間：①10:00〜13:00
②15:00〜18:00

サイズ：(約)幅13×高さ17cm

開催時間：①10:00〜11:30 ②13:30〜15:00
③15:30〜17:00

参加費：1個 5,000円(税込5,500円)※材料費込

参加費：1個 910円( 税込1,000円)※材料費込

所要時間：約180分

所要時間：約90分

定員：①②各3名【最終予約受付日1／26(水)】

定員：①②③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。

2

店内 iite Factory にて開催
WEB予約はこちらから
DIY倶楽部

月

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

ご利用には会員登録(無料)が必要となります

2㊌

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

す。マイバッグのご持参にご協力をお願いします。

5㊏

新生活「万能台」

6㊐

便利な収納「3段レターケース」

あなたが作りたいモノは？「設計と木取り」

カット・下穴済みの木材を電動工

木工DIYの手順・木取りのポイント

カット済みの木材を電動工具で組

イントします。花台や玄関での荷物

本的な設計の方法を学びましょう。

使い勝手がよいA4の書類が入るサ

具で組み立て、木部保護塗料でペ
置きなどに便利です。※踏み台・イ
スとしてはご利用いただけません。

を座学を交えながら実践します。基

み立て、ワックスでペイントします。

最後に自分で設計した簡単な箱を

イズです。

作ります。

サイズ：(約)幅27.5×奥行37×高さ22.6cm

サイズ：(約)幅30×奥行27×高さ31cm

開催時間：①10:00〜12:00

参加費：1個 1,637円(税込1,800円)※材料費込

参加費：1人 1,800円(税込1,980円)※材料費込

参加費：1個 2,500円(税込2,750円)※材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約120分

所要時間：約180分

開催時間：①10:00〜12:00

②14:00〜16:00

定員：①②各4名

11㊎㊗

サッと掛けてお片付け「スリムラダー」

開催時間：①10:00〜13:00

②14:00〜16:00

定員：①②各2名

12㊏

「アイシング風ペイント鉢」のハイドロカルチャー

②15:00〜18:00

定員：①②各4名

13㊐

カフェ風「ペーパーホルダー付きスパイスラック」

カット済みの木材を電動工具で組

ガラス容器に立体感のあるお菓子

カット済みの木材を電動工具で組

ントします。様々なお部屋に合わせ

す。お好みのミニ観葉を選んで水耕

いつも使う調味料やキッチンペーパー

み立て、ワックスや水性塗料でペイ
やすいシンプルで使いやすいハシゴ
型のハンガーです。

サイズ：(約)幅33.8×奥行4.3×高さ130cm
開催時間：①10:00〜12:00

②14:00〜16:00

参加費：1個 910円(税込1,000円)※材料費込
定員：①②各4名

のアイシングのような模様を描きま

み立て、ワックスでペイントします。

栽培で楽しみましょう。

を収納し、お料理時間を楽しくス
ピーディーにしましょう。

サイズ：【鉢】(約)幅7.5×奥行7.5×高さ7.5cm
開催時間：①10:00〜11:00

②11:30〜12:30

※当日は植物の
生育・仕入れ状
③14:30〜15:30 ④16:00〜17:00
況にあった苗をご
参加費：1個 600円(税込660円)※材料費・苗代込 用意いたします。
定員：①②③④各4名

所要時間：約60分

所要時間：約120分

16㊌

ワザを伝授！「内壁の補修」

19㊏

ひなまつり「プチひな人形」

サイズ：(約)幅37.5×奥行14×高さ45cm
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

20㊐

キャスター付きで移動も楽々「キッチンワゴン」

気になる壁の傷や穴をDIYで直して

カット済みの木材パーツに、ポスカや

カット済みの木材を電動工具で組

を分かりやすくご説明します。お家

てプチサイズのひな人形を作りま

下段に2Lのペットボトルが6〜8本

みませんか？道具の説明やポイント
でチャレンジする前に、実際に練習
して自信を付けましょう。

開催時間：①10:00〜12:00

み立て、ワックスでペイントします。

マスキングテープでデコレーションをし

まで収納可能です。

す！お子様と手作りのひな人形を
飾ってお祝いをしませんか？

サイズ：(約)幅17.5×奥行6.7×高さ8.5cm

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 2／13(日)】
所要時間：約120分

23㊌㊗

新生活「ウォールフック」

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 500円(税込550円)※材料費込
定員：①②③④各4名

所要時間：約60分

26㊏

新生活「タイルラック」

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

27㊐

救急箱や小物入れに「マルチボックス」

カット済みの木材を電動工具で組

カット済みの木材を電動工具で組

カット済みの木材を接着剤で組み

す。３ヶ所のフックを付けて鍵やバッ

上段に2色のタイルを貼って仕上げ

トします。金具を付けステンシルをす

み立て、水性塗料でペイントしま

グなどを掛けたり、上部の小さな棚
に小物を置くことができます。

み立て、ワックスでペイントします。

ます。木工とタイルクラフト両方体
験できる作品です。

立て、ワックスか水性塗料でペイン
れば完成！救急箱や小物入れと
しても便利です。

サイズ：(約)幅54×奥行9×高さ15cm

サイズ：(約)幅27.5×奥行15×高さ25cm

サイズ：(約)幅25×奥行20×高さ14.8cm

参加費：1個 1,500円(税込1,650円)※材料費込

参加費：1個 2,000円(税込2,200円)※材料費込

参加費：1個 1,200円(税込1,320円)※材料費込

開催時間：①10:00〜12:00
定員：①②各4名

所要時間：約120分

②14:00〜16:00

開催時間：①10:00〜12:30
定員：①②各4名

所要時間：約150分

②14:30〜17:00

開催時間：①10:00〜12:30

②14:30〜17:00

定員：①②各4名

所要時間：約150分

新型コロナウイルス感染症拡大の状況または災害等により、開催内容の変更及び、中止となる場合がございます。予めご了承くださいませ。

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

