◎印は 学院講師

1 月度 店頭講習会日程表～かんたん手作りしてみませんか～

日
付 曜日

午前の部

午後の部

2

火 ミサンガ・お手玉・がま口

講 習 名

ミサンガ・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

-

-

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

3
4

水 UVレジン
木 粘土(クレイジュエリー）

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

-

-

7－１Ｆ

\500～ 倉方・長松

粘土でアクセサリーを作ります

７－２F

\500～ 佐藤（眞）・関

5

金 洋裁 ガウチョパンツ

家庭用ミシンで簡単に作れるガウチョパンツです。

-

-

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

-

-

手編みでベストを編みませんか

ベスト

帽子

シルクフラワーやプリザーブドフラワーを使ってブーケを作ります

ブーケ
-

UVレジン

6

土 ハマナカ毛糸
ブーケ作り

内

容

ビーズ ワンポイントアドバイス 初心者の方にワンポイントアドバイスいたします

\500～ 倉方・長松

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

ブーケ ◎
◎

６－５F \7000～ 渡邉（祐）
7－１Ｆ

\500～ 濱田・長松

-

７－１Ｆ ￥648～ 濱田･山口

雲レジン・渦レジン

13：00～17：00

-

-

７－１Ｆ

8

月 ダイヤモンド毛糸

チャームやブレスを革で作ります 12:00～16:00

-

-

タッセル・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

-

-

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

7－１Ｆ

\500～ 濱田・長松

ストール

ベスト

-

-

手編みでストールを編みませんか

ポスカでプラ板ブローチ

13:00～17:00

つまみ細工&布ぞうり

つまみ細工や、話題の布ぞうりを作ります

リング＆ブレスレット(ビーズ)

お手持ちのアクセサリ－を素敵にリメイクしませんか

火 ニッケビクター毛糸

リング
ベスト

帽子

ウェルカムフラワー

スプリングハートキット

洋裁 シンプルニット

簡単仕立ての日常で着られるシンプルなニットのトップスを作ります

ミサンガ・お手玉・がま口

ミサンガ・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

ストール

帽子

初心者向けのワンポイント講習です

10：00～12：00

ハワイアンキルト

ミニトートバッグやクッションカバー等を作ります

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

11

木 クリエイトベル毛糸

12

金 タティングレ－ス

パッチワーク

手編みでベストを編みませんか
初心者の方にも安心!簡単ポーチを作ります
初心者向けのワンポイント講習です

デコアクセサリー

ラインストーン等で身の回りのグッズをデコレーションします

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

土 押し花

押し花作りの基礎からお教えします。初めての方もどうぞ

ビーズ ワンポイントアドバイス 初心者の方にワンポイントアドバイスいたします

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

ディズニーキーホルダー

UVレジンでステンド風キーホルダーを作ります13:00～17:00

雲レジン・渦レジン

13：00～17：00

こねこねランド

粘土で可愛い小物を作ります

日 初心者向け手編み

13：00～17：00

初心者向けのワンポイント講習です

10：00～12：00

ﾀｯｾﾙ・お手玉・がま口ﾎﾟ-ﾁ

タッセル・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

ラシクウェディングキット

11:00～13:00

ビーズ ワンポイントアドバイス 初心者の方にワンポイントアドバイスいたします

クレイ

かわいいスイーツを作りましょう

染色

流行のファーを染めてアクセサリーを作りませんか

トールペイント

白木のウェルカムボードや小物入れ等にペイントをします

15

月 羊毛フェルト

16

火 オリムパス毛糸

デコパージュ

7－2F

-

６－５F \5000～ 渡邉（祐）

◎

６ー２Ｆ

\980～ 山本・関根

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

◎

◎
◎

ストール
-

帽子
-

◎

-

-

◎

◎

帽子
-

おしゃれなカゴ・バッグなど基本的な作品づくりをお楽しみ頂けます カゴ・バッグ カゴ・バッグ ◎

各階売場まで

※先生の都合により、日時等変更がありますのでご確認下さい。 ユザワヤ 蒲田店

\500～ 倉方・長松

７－１Ｆ

\800～ 濱田･山口

７－２F

\500～ 佐藤（眞）・樋口

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

\500～ 倉方・長松

7－１Ｆ

\500～ 濱田・長松

７－２F

\500～ 樋口・関

７－２F

\600～ 佐藤（眞）・関

７－２F \1000～ 樋口・関
６－４Ｆ \1000～ 倉方・川崎
７－２F \1200～ 佐藤（眞）・関

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川
７－２F

◎

<開催時間> 午前の部 ＡＭ１０：００～１２：３０ 午後の部 ＰＭ１：３０～４：００ 最寄りの販売員までお気軽にお申し付け下さいませ。

<お問い合わせ> ０３－３７３４－４１４１

\500～ 濱田・長松

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

クラフトテ－プ

<お申し込み> 午前・午後の部 各５～１０名様まで受付します。

7－１Ｆ

7－１Ｆ \4000～ 濱田・長松

10：30～12：30

-

\500～ 倉方・長松

５－３Ｆ

５－３Ｆ

手編みで帽子を編みませんか

-

7－１Ｆ \1500～ 濱田・長松

７－１Ｆ ￥648～ 濱田･山口

花柄ポットのバッグチャーム

初心者を対象にした、絵手紙の入門です。

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

６－５F \1200～ 渡邉（祐）

スキー毛糸

ミサンガ・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

６ー２Ｆ \2000～ 倉方・山口

５－３Ｆ

レース編み コースター

ミサンガ・お手玉・がま口

\500～ 倉方・長松

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

手編みで帽子を編みませんか

絵手紙

６－２Ｆ \1500～ 倉方・山口
５－３Ｆ

押し花ストラップ 押し花のしおり

ベスト
-

\500～ 濱田・長松

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

白木にプリントを貼って小物入れなどを作ります

13：30～16：30

7－１Ｆ

◎

◎
キット３種 キット３種 ◎
◎

初心者様向けのキットで、可愛いマスコットを作ります

\300～ 守屋･長林

６－5Ｆ \1000～ 倉方・長松

小さなポーチ 化粧ポーチ ◎

-

佐藤（眞）・関

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

ブレスレット ◎

プリザーブドフラワーを使ってウエルカムフラワー手作りしてみませんか

手編みでベストを編みませんか

◎

つまみ細工 布ぞうり

プリザーブドフラワー

水 ズバゲティ毛糸

\800～ 濱田･山口

７－２F \500～1500

ビーズ ワンポイントアドバイス 初心者の方にワンポイントアドバイスいたします

14

５－３Ｆ

-

レザ－アクセサリ－

13

６ー２Ｆ \2000～ 山本・関根

UVレジンでステンド風キーホルダーを作ります13:00～17:00

日 ﾀｯｾﾙ・お手玉・がま口ﾎﾟ-ﾁ

10

◎

担当者

ディズニーキーホルダー

7

9

場 所 材料費

\800～ 濱田・長松

６－４Ｆ \2000～ 渡部・古川
7－2F

\300～ 守屋･長林

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

1 月度 店頭講習会日程表～かんたん手作りしてみませんか～
17

18

19

20

21

水 初心者 手編み・手織り

初心者向けのワンポイント講習です

10：00～12：00

プリザーブドフラワー

プリザーブドフラワーを使ってウエルカムフラワー手作りしてみませんか

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

木 クリエイトベル毛糸

手編みでベストを編みませんか

24

25
26

27

-

ストール

帽子

-

-

ベスト

ベスト

６－５F \5000～ 渡邉（祐）
５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

手編みでベストを編みませんか

メタルエンボッシング

金属のプレートを加工して、おしゃれな飾りを作ります

-

-

◎

７－２F \1500～ 関・樋口

初心者向けのワンポイント講習です

-

-

◎

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

ハーバリウム

フラワーインテリアとして人気のハーバリウムを作ってみませんか

-

-

◎

６－２Ｆ

デコアクセサリー

ラインストーン等で身の回りのグッズをデコレーションします

-

-

◎

7－１Ｆ \1500～ 濱田・長松

洋裁 ガウチョパンツ

家庭用ミシンで簡単に作れるガウチョパンツです。

-

-

◎

６ー２Ｆ \2000～ 山本・関根

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

ベスト

帽子

ビーズ ワンポイントアドバイス 初心者の方にワンポイントアドバイスいたします

-

-

7－１Ｆ

\500～ 濱田・長松

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

-

-

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

ディズニーキーホルダー

UVレジンでステンド風キーホルダーを作ります13:00～17:00
13：00～17：00

粘土

粘土でアクセサリーを作ります

-

７－１Ｆ ￥648～ 濱田･山口

雲レジン・渦レジン

-

-

金 タティングレ－ス

土 ハマナカ毛糸

日 刺繍特別講習

手編みでベストを編みませんか

クロスステッチでワンポイント刺繍 10:00～16:00

ﾀｯｾﾙ・お手玉・がま口ﾎﾟ-ﾁ

タッセル・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

パッチワーク

初心者の方にも安心！バラのセカンドバッグを作ります

月 ダイヤモンド毛糸

おやすみライトやミラーやフォトスタンドを作りましょう
手編みでストールを編みませんか

はじめてのパステルアート

13:00～17:00

リング＆ブレスレット(ビーズ)

お手持ちのアクセサリ－を素敵にリメイクしませんか

パーチメントクラフト

厚目のトレーシングペーパーを使ってお洒落なレース模様を作ります

火 ニッケビクター毛糸

手編みでベストを編みませんか

洋裁 シンプルニット

簡単仕立ての日常で着られるシンプルなニットのトップスを作ります

ワイヤークラフト

フェルトや小物を作りましょう

ミサンガ・お手玉・がま口

ミサンガ・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

水 ズバゲティ毛糸

初心者向けのワンポイント講習です

10：00～12：00

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

グルーデコ

11：00～13：00

トールペイント

白木のウェルカムボードや小物入れ等にペイントをします

袋物（折り財布）

折り財布やがま口ポ－チを作ります

木 フラワーアレンジメント
金 デコアクセサリー

13：30～15：30

ラインストーン等で身の回りのグッズをデコレーションします

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00
押し花作りの基礎からお教えします。初めての方もどうぞ

UVレジン

ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

ディズニーキーホルダー

UVレジンでステンド風キーホルダーを作ります13:00～17:00

雲レジン・渦レジン

13：00～17：00

クレイアクセサリ－

樹脂粘土で作ったお花モチ－フでアクセサリ－を作ります

日 初心者向け手編み

初心者向けのワンポイント講習です

10：00～12：00

タッセル・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

ビーズ ワンポイントアドバイス 初心者の方にワンポイントアドバイスいたします

ハワイアンキルト

ミニトートバッグやクッションカバー等を作ります

山の幸染め

カラーマットをアイロンで定着させる新しい染色です

アートクレイシルバー

銀粘土で指輪やペンダントを作ります

29

月 糸ボタンアクセサリー

13:00～17:00

30

火 ミサンガ・お手玉・がま口

ミサンガ・お手玉・がま口ポ－チを作ります 11：00～12：30 13：30～15：00

つまみ細工

水 UVレジン

５－３Ｆ

-

11:00～16:00
ワンコインでアクセサリー 11：00～12：30 13：30～15：00

-

-

◎

◎

\500～ 倉方・長松

７－１Ｆ

\800～ 濱田･山口

７－２F

\500～ 樋口・関

６－４Ｆ \1000～ 倉方･川崎
５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

６－２Ｆ \2000～ 倉方・山口
7－１Ｆ

\500～ 濱田・長松

７－３Ｆ \1480～ 佐藤（眞）・関
６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川
7－2F

\500～ 守屋･長林

7－１Ｆ

\500～ 濱田・長松

７－２F \1500～ 樋口・関
６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川
６ー２Ｆ

\980～ 山本・関根

７－２F

\380～ 樋口・関

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

６－４Ｆ \2000～ 渡部・古川
５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

7－１Ｆ \1500～ 濱田・長松

◎

７－２F \1000～ 佐藤（眞）・樋口

◎

７－２F

\700～ 佐藤（眞）・樋口

６－５F \5000～ 渡邉（祐）

◎

7－１Ｆ \1500～ 濱田・長松

キット３種 キット３種 ◎
-

６－４Ｆ \1000～ 倉方・川崎

-

-

ストール
-

帽子
-

-

-

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

６－５F \1200～ 渡邉（祐）

押し花ストラップ 押し花のしおり

◎

7－１Ｆ

\500～ 濱田・長松

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

７－１Ｆ ￥648～ 濱田･山口
７－１Ｆ

\800～ 濱田･山口

◎

７－２F

\500～ 樋口・関

◎

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川
５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

◎

7－１Ｆ

\500～ 濱田・長松

◎

６－２Ｆ \1500～ 倉方・山口
７－２F

◎

<開催時間> 午前の部 ＡＭ１０：００～１２：３０ 午後の部 ＰＭ１：３０～４：００ 最寄りの販売員までお気軽にお申し付け下さいませ。

<お申し込み> 午前・午後の部 各５～１０名様まで受付します。
<お問い合わせ> ０３－３７３４－４１４１ 各階売場まで
※先生の都合により、日時等変更がありますのでご確認下さい。 ユザワヤ 蒲田店

\200～ 渡邉（祐）

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

◎
◎
ストール
ベスト
リング ブレスレット ◎
ベスト
帽子
◎
-

６－２Ｆ \1500～ 倉方・山口
６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

フラワーキット

初心者様向けのキットで、可愛いマスコットを作ります

土 押し花

◎

小さなポーチ 化粧ポーチ ◎

店内でお買上頂いた、キットの作り方お教えします。
初めての方でも安心！
12：30-17：00

羊毛フェルト

ﾀｯｾﾙ・お手玉・がま口ﾎﾟ-ﾁ

31

-

６－４Ｆ \1000～ 渡部・古川

◎

パピー毛糸

ビーズ ワンポイントアドバイス 初心者の方にワンポイントアドバイスいたします

28

スプリングハートキット

ミニトートバッグやクッションカバー等を作ります

ステンドグラス

23

ウェルカムフラワー

ハワイアンキルト

ビーズ ワンポイントアドバイス 初心者の方にワンポイントアドバイスいたします

22

◎印は 学院講師

\500～ 佐藤（眞）・関

７－２F \1800～ 佐藤（眞）・関
7－2F

\200～ 守屋･長林

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

６－２Ｆ

\500～ 渡邉（祐）

５－３Ｆ

\500～ 倉方・長松

