事前予約優先

0564-59-3791

※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
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店内 DIY工房 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

4㊍

5㊎

夏休み工作「マジカルBOX」

アウトドアライフ「キャンピングラック」
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木工用接着剤で組み⽴て、水性塗

組み⽴てができ、持ち運びにも便利です。

マジックみたいな箱を作りましょう。

料でペイントします。左右に開けば3段の⼩箱が現れる、

性塗料でペイントします。棚板を脚部にはめ込むだけで

サイズ：(約)幅91×奥⾏27×⾼さ55cm

サイズ：(約)幅12.3×奥⾏12.3×⾼さ19.3cm

開催時間：①10:30〜12:30

開催時間：①10:30〜12:00

②14:30〜16:30

②14:00〜15:30 ③16:00〜17:30

参加費：1個 2,091円(税込2,300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120分

所要時間：約90分

定員：①②各4名

定員：①②③各4名

6㊏

7㊐

夏休み工作「端材を活用して 自由にDIYしよう!」

夏休み工作「ガチャガチャ」

色々な形の端材を使って、思い思いの作品を作り上げよ

カット済みの木材を木工用接着剤で組み⽴て、ハンドル

で考え工夫して創造していただくメニューとなります。

※カプセル5個付き(色はランダム)です。

う！こちらの講座は、講師に教わりながらではなく、自分

部を水性塗料でペイントします。

※⼩学生以下対象、要保護者同伴

サイズ：(約)幅20×奥⾏11×⾼さ28.5cm

開催時間：①10:30〜12:30

開催時間：①10:30〜12:00 ②14:00〜15:30

②14:30〜16:30

③16:00〜17:30

参加費：1個 273円(税込300円)※端材のみ

参加費：1個 1,363円(税込1,500円)※材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約90分

定員：①②お子様各4名

定員：①②③各4名

11㊍㊗ ・ 21㊐

12㊎

夏休み工作「ミニ⿊板とチョーク」
チョークボードペイントを塗って⼩さな⿊板を作ります。

夏休み工作「マジックハンド」
持ち手を水性塗料でペイントし、カット済みの木材を釘と

焼石膏を使ってチョーク2本も作ります。

かなづちで組み⽴てます。ビヨ〜ンと伸びる！つかめる！
作って遊べる！

サイズ：⿊板(約)縦24.4×横33cm チョーク(約)5cm

サイズ：伸⻑時(約)幅7.5×奥⾏79×⾼さ4.5cm
開催時間：①10:30〜12:00

開催時間：①10:30〜11:30 ②12:00〜13:00

③15:00〜16:00 ④16:30〜17:30

②14:00〜15:30 ③16:00〜17:30

参加費：1個 1,000円(税込1,100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60分

所要時間：約90分

定員：①②③④各4名

定員：①②③各4名

13㊏

夏休み工作「ソーイングBOX」

14㊐

夏休み工作「からくり貯金箱'22」

カット済みの木材を電動工具で組み⽴て、取っ手とピン

カット済みの木材を接着剤で組み⽴て、水性塗料でペイ

装でカントリー風のかわいい作品です。

貯金箱を作ってみましょう。

クッションがついた便利な裁縫箱を作ります。ワックス塗

ントとステンシルをします。からくりが解けないと開かない

サイズ：(約)幅14×奥⾏14×⾼さ14cm

サイズ：(約)幅28.5×奥⾏13.8×⾼さ20cm

開催時間：①10:30〜12:00 ②14:00〜15:30

開催時間：①10:30〜12:30 ②14:30〜16:30

③16:00〜17:30

参加費：1個 1,364円(税込1,500円)※材料費込
定員：①②各4名

所要時間：約120分

参加費：1個 1,091円(税込1,200円)※材料費込
※布地は⼀例です。⾊柄は異なります。

定員：①②③各4名
所要時間：約90分

続きは裏面へ→

17㊌

20㊏

あなたが作りたいモノは？「設計と木取り」
木工DIYの手順・木取りのポイントを座学を交えながら実

夏休み工作「端材でつくるインテリアロボット」
捨てられてしまう端材を組み合わせて、新しくインテリアお
もちゃに「アップサイクル」する体験をしてみませんか？

践します。基本的な設計の方法を学びましょう。最後に
自分で設計した簡単な箱を作ります。

サイズ：(約)⾼さ9cm

【参加可能年齢：18歳以上】

組み合わせる端材により異なります

開催時間：①10:30〜12:30 ②14:30〜16:30

開催時間：①10:30〜11:30 ②12:00〜13:00

定員：①②各2名

参加費：1個 273円(税込300円)※材料費込

参加費：1人 1,800円(税込1,980円)※材料費込

③15:00〜16:00 ④16:30〜17:30

所要時間：約120分

定員：①②③④各4名

24㊌

所要時間：約60分

27㊏AM

事前予約限定

ワザを伝授！「内壁の補修」

アウトドアライフ「キャンピングラック」

気になる壁の傷や穴をDIYで直してみませんか？道具の

カット済みの木材を電動工具で組み⽴て、ペイントします。

説明やポイントを分かりやすくご説明します。お家でチャレ

サイズ：(約)幅91×奥⾏27×⾼さ55cm

お楽しみに！
開催時間：①10:30〜12:30

ンジする前に、実際に練習して自信を付けましょう。

参加費：1個 2,091円(税込2,300円)※材料費込
定員：4名

【参加可能年齢：18歳以上】

所要時間：約120分

開催時間：①10:30〜12:30 ②14:30〜16:30

27㊏PM

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8／21(日)】

DCM DIY倶楽部

オンラインワークショップ開催予定

所要時間：約120分

28㊐

31㊌

お庭を明るく「ステンドグラス風ソーラーライト」

夏休み工作「フタ式収納台」

ソーラーライトにグルーガンやガラスペイントでお絵かきしてい

電動ドリルドライバーを使って組み⽴て、ワックスとペイント

す。

た仕上がりです。

きます。明るい時でもお庭に彩りを与えてくれる作品で

サイズ：【地上部】(約)幅12.5×奥⾏12.5×⾼さ38cm

で仕上げます。1×4を全体に使っているので、スッキリとし

開催時間：①10:30〜12:00 ②14:00〜15:30

サイズ：(約)幅40×奥⾏27×⾼さ20cm

参加費：1個 910円(税込1,000円)※材料費込

参加費：1個 2,000 円(税込2,200円)※材料費込

③16:00〜17:30

定員：①②③各4名
所要時間：約90分

お楽しみに！

開催時間：①10:30〜12:30 ②14:30〜16:30
定員：①②各4名

所要時間：約120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

事前予約優先

0564-59-3791

※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。
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WEB予約はこちらから
DIY倶楽部

月

ご利用には会員登録(無料)が必要となります

3㊏

始めようDIY！「手工具の使い方」

4㊐

秋の模様替え「パソコンデスク」

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
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。

7㊌

失敗しない！「壁に棚を付ける」

差し金やのこぎり・玄能を中心に、

スライド式のキーボード収納が付い

一般的な住宅の内壁について説明

座学と実践を交えながらお伝えして

イプで場所を取りません。リモート

われている石膏ボードへの棚の付け

木工の基本となる手工具について

て、机周りがスッキリ！コンパクトタ
ワークにおすすめです。【無塗装での

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♪
【参加可能年齢：18歳以上】
開催時間：①10:30〜12:30

こんな箱
作ります

②14:30〜16:30

完成となります】

サイズ：(約)幅60×奥40×高さ75.8㎝
開催時間：①10:30〜13:00
②15:00〜17:30

事前予約限定

しながら、ほとんどの内壁として使

方を実践していただきます。「あの場
所に棚を付けたい…」を叶える！
【参加可能年齢：18歳以上】
開催時間：①10:30〜12:30

②14:30〜16:30

参加費：1人 1,800円(税込1,980円)※材料費込

参加費：1台 4,546円(税込5,000円)※材料費込

参加費：1名 1,800円(税込1,980円)※材料費込

所要時間：約120分

所要時間：約150分

所要時間：約120分

定員：①②各2名

定員：①②各4名

10㊏

11㊐・28㊌

園芸DIY「ツールスタンド」

園芸DIY「2段ガーデンラック」

定員：①②各2名【最終予約受付日 9／4(日)】

14㊌

秋の園芸「多肉のレードルアレンジメント」

カット済みの木材を電動工具で組み

カット済みの木材を電動工具で組

小さなお玉にサビ風のペイントを施

す。スコップやほうき・⽀柱などの細⻑

ントします。小さめの観葉植物や多

ペースで楽しめる寄せ植えです。

立て、木部保護塗料でペイントしま

いものが立てられ、散乱しがちな園芸
用品をスッキリ収納できます。

サイズ：(約)幅59×脚奥行23×高さ65cm
開催時間：①10:30〜12:30

②14:30〜16:30

み立て、水性塗料とワックスでペイ
肉植物のディスプレイにおすすめの
作品です。

サイズ：(約)幅34×奥行23×高さ40cm
開催時間：①10:30〜13:00
②15:00〜17:30

して、多肉植物を植えます。省ス

※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。

サイズ：(約)幅5.5×奥行5.5×高さ26cm
開催時間：①10:30〜12:00

②14:00〜15:30

③16:00〜17:30

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

参加費：1個 455円(税込500円)＋苗代 【⼀例として】

所要時間：約120分

所要時間：約150分

所要時間：約90分

定員：①②各4名

17㊏

園芸DIY「プランターラック」

定員：①②各4名

18㊐

敬老の日「アクセサリーケース」

定員：①②③各4名

苗5個使用
税込1,310円(レードル代含む)

19㊊㊗

敬老の日「水苔トピアリー」

カット済みの木材を電動工具で組み

木材を接着剤で組み立て、ワックス

水苔で動物の形を作り、トピアリー

す。目線近くでお花が眺められ、腰を

アクリル板部分にステンシルでお名

えてギフトにもおすすめです。

立て、木部保護塗料でペイントしま

かがめずお世話もラクにできます。植
物の楽しみ方が広がる棚付きです。

サイズ：(約)幅53.5×脚奥行49×高さ74cm
【45型プランター対応】

開催時間：①10:30〜13:00

②15:00〜17:30

と水性塗料でペイントします。フタの
前や絵柄が入れられます。

開催時間：①10:30〜12:00

②14:00〜15:30

③16:00〜17:30

参加費：1個 1,091円(税込1,200円)※材料費込

所要時間：約150分

所要時間：約90分

23㊎㊗

秋の模様替え「サイドチェスト」

※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。

サイズ：(約)幅18×奥行10×高さ5cm

参加費：1個 2,455円(税込2,700円)※材料費込
定員：①②各4名

を作りましょう。小さなプレートを添

定員：①②③各4名

サイズ：(約)直径12.5×高さ11cm(4号ポット)
開催時間：①10:30〜12:00

②14:00〜15:30

③16:00〜17:30

参加費：1個 910円(税込1,000円)＋苗代 【⼀例として】
アイビー苗7.5cmポット1個使用
定員：①②③各4名
税込1,217円(鉢代含む)

所要時間：約90分

24㊏

秋のインテリア「万年カレンダー」

25㊐

作って、飾って、使って「ハロウィンバケット」

カット済みの木材を電動工具で組

カット済みの木材をワックスや水性

カット済みの木材を電動工具で組

ントします。特徴のある脚がポイント

字入れをします。木工用接着剤と

し、自由に顔を書きましょう。持ち

み立て、ワックスと水性塗料でペイ

で、ベッドサイドやソファサイドにピッ
タリの見せたくなるチェストです。

サイズ：(約)幅39×奥行36×高さ50cm
開催時間：①10:30〜13:30
②15:30〜18:30

塗料でペイントし、ステンシルで文
手工具で組み立てます。

サイズ：(約)幅15×奥行6×高さ14cm
開催時間：①10:30〜12:30

②14:30〜16:30

み立てます。水性塗料でペイント

手と蓋も付いて飾れる・使えるハロ
ウィンカボチャのバケットです。

サイズ：(約)幅27×奥行11.6×高さ17.5cm
開催時間：①10:30〜11:30

③15:00〜16:00

②12:00〜13:00

④16:30〜17:30

参加費：1個 3,500円(税込3,850円)※材料費込

参加費：1個 1,000円(税込1,100円)※材料費込

参加費：1個 819円(税込900円)※材料費込

所要時間：約180分

所要時間：約120分

所要時間：約60分

定員：①②各3名

定員：①②各4名

定員：①②③④各4名

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

