
ワーク名 フラワーアレンジ フラワーブレスレット マグネットメモボード 2サイズ
選べるテラポットワークショップ

◎多肉植物　◎シェル
◎アーティフィシャルフラワー（アートフラワー）

コメント 手のひらサイズが可愛いアレンジはイ ンテリアとして大活躍してくれま
す。⺟の ⽇も近いのでプレゼントにもオススメ︕ ⾊は選べます。

⼩さなお花をつなげて可愛いブレスレッ トを作りませんか︕︖お⼦
さまはアンク レットとしても使えるサイズです。

メモや写真をマグネットで止めたり、リボ ンに挟んで飾れます。簡単
に素敵なイ ンテリアボードが作れます。

ワークショップ（オリジナルテラポット） 多肉植物･サンゴ･天然石・
貝殻・アーティフィシャルフラワー で世界に一つだけ＆自分だけのオ
リジナルテラポット手作り 体験︕こどもの⽇＆⺟の⽇のプレゼントに

値段 ９００円 ６００円 ⼤︓１２００円／⼩︓８００円 どれも ２，０００円
所要時間 約２０分 約２０分 約２０分 約１５分
出展者名 ruyi

ワーク名

コメント
値段

所要時間
出展者名

ワーク名 ミニカメラ⿊板 スマホ フォトレッスン スワロフスキー アクセサリー カラフルくるりん

コメント ⽊製のミニカメラです。裏は⿊板になっていて、お絵かきが楽しめま
す。カメラのボティの⾊がお選び頂けます。（チョーク付き）

赤レンガならではの景⾊をスマホで素敵に撮影をするコツをレッスン
します。お⼦様連れOKです。いっぱい撮影をして思い出写真を沢
⼭増やしましょう︕

ペンダントトップにスワロフスキーをデコレーションしてオリジナルのアク
セサリーをお作りいただけます。⾊はお選びいただけます。

くるくる回すといろんな形に変化する面白いおもちゃを手作りしませ
んか︖中に⼊れる鈴の⾳もかわいいです。⾊はお選びいただけま
す。

値段 １０００円 １０００円 １５００円~ ５００円
所要時間 約１５分 約２０分 約２０分 約２０分
出展者名

ワーク名 フラワーアレンジ フラワー ブレスレット マグネット メモボード 2サイズ ドリーム キャッチャー

コメント 手のひらサイズが可愛いアレンジはインテリアとして大活躍してくれま
す。⺟の⽇も近いのでプレゼントにもオススメ︕⾊は選べます。

⼩さなお花をつなげて可愛いブレスレットを作りませんか︕︖お⼦さ
まはアンクレットとしても使えるサイズです。

メモや写真をマグネットで止めたり、リボンに挟んで飾れます。簡単に
素敵なインテリアボードが作れます。

幸せを運んでくれるドリームキャッチャーをお好みの⾊でおつくりいただ
けます。パーツは、シェルまたはプルメリアからお選びいただけます。

値段 ９００円 ６００円 ⼤︓１２００円 ⼩︓８００円 パーツ付 １８００円
(なし１５００円)

所要時間 約２０分 約２０分 約２０分 約２０分
出展者名 DoubleRainbow 四家和美

ワーク名 スワロフスキー アクセサリー カラフルくるりん フラワーアレンジ フラワー ブレスレット

コメント ペンダントトップにスワロフスキーをデコレーションしてオリジナルのアク
セサリーをお作りいた だけます。⾊はお選びいただけます。

くるくる回すといろんな形に変化する面白いおもちゃを手作りしませ
んか︖中に⼊れる鈴 の⾳もかわいいです。⾊はお選びいただけま

手のひらサイズが可愛いアレンジはインテリアとして大活躍してくれま
す。⺟の⽇も近いので プレゼントにもオススメ︕⾊は選べます。

⼩さなお花をつなげて可愛いブレスレットを作りませんか︕︖お⼦さ
まはアンクレットとしても 使えるサイズです。

値段 １５００円~ ５００円 ９００円 ６００円
所要時間 約２０分 約２０分 約２０分 約２０分
出展者名

ワーク名 マグネット メモボード 2サイズ ドリーム キャッチャー

コメント メモや写真をマグネットで止めたり、リボンに挟んで飾れます。簡単に
素敵なインテリアボー ドが作れます。

幸せを運んでくれるドリームキャッチャーをお好みの⾊でおつくりいただ
けます。パーツは、 シェルまたはプルメリアからお選びいただけます。

値段 ⼤︓１２００円 ⼩︓８００円 パーツ付 １８００円
(なし１５００円)

所要時間 約２０分 約２０分
出展者名 BELL UP  上原みすず DoubleRainbow 四家和美

ワーク名
らくやきマーカーで彩る

◎お皿　◎⻭ブラシスタンド
◎マグカップ（ペンセット付き）

親子でつけられる スワロフスキー&モ チーフの3way
コー ディネートネックレ ス Happyを呼ぶ☆キ ラキラサンキャッ チャーストラップ ⺟の⽇のプレゼン トにも喜ばれる

◎バードゲージ　◎バッグチャーム　（数量限定）

コメント カラフルなペンで自由にお絵かきを楽しめます。自宅の、オーブンで
焼き付けて仕上げて頂きます。

レジンを使ってスワロフスキーやパールなどを組み合わせてペンダント
ヘッドを作っていただきます。それぞれ単品モ チーフでも組み合わせ
ても使えるアクセサリーとなっております。

値段 ①１０００円  ②５００円  ③１５００ 子供１８００円 ⼤人３２５０円 ８００円 １８００円
所要時間 約２０分 約２０分 約１０分 約１５分
出展者名 **HANA**   花岡瑞恵 sparkle0519 大和田瞳 FeliceLuce  ⼩泉ちあき

ワーク名 可愛い押し花のス トラップorTシャツ型 キーホルダー 押し花でキャンドル をデザイン まんまるメモボード カラフルくるりん

コメント 春の⼩花の押し花を使ってデザインしていただきます。
押し花でキャンドルの４面を素敵にデザインしていただけます。キャ
ンドルの中心はピンクとグリーンがあります。優しいソープの香り で
す。

⽇テレevery.でも紹介された写真やカードを挟んで飾る、まんまる
でかわいい形のメモボードを手作りしませんか︖⺟の⽇のプレ ゼント
にも最適です。

くるくる回すといろんな形に変化する面白いおもちゃを手作りしませ
んか︖中に⼊れる鈴の⾳もかわいいです。⾊はお選びい ただけま
す。

値段 ５００円 １５００円 １０００円 ５００円
所要時間 約１５分 約２０分 約３０分 約２０分
出展者名

約３０分
niwayuu エリカ&エミ

"風水的にも運気を上げる開運アイテムとして人気のサンキャッチャー。トップのクリスタルはスワロフスキーなのでそのままでもキレイですが、
お⽇様に当たると無数の虹を作り出します。お好きな形のスワロフスキーとお好きな⾊のビーズを選んでいただけます。"

5月1⽇（月）
１部／11:00~16:00

4月30⽇（⽇）
１部／11:00~16:00

和花  室屋珠実 A's  阿久津 麻実

こどもとかめら  今井しのぶ A's  廣瀬知栄

BELL UP  上原みすず

A's  廣瀬知栄 BELL UP  上原みすず

4月30⽇（⽇）
２部／16:30~21:00

ワークショップスケジュール

4月29⽇（土）
11:00~21:00

自然素材ーniwayuuー
ドリームキャッチャー

天然の蔓、⽊、⽊の実 、⽻根、貝殻を使って自分好みのドリームキャッチャーを作ろう︕
８００円

BELL UP上原みすず

4月28⽇（⾦）
17:00~21:00



ワーク名 タッセルキーホルダー
らくやきマーカーで彩る

◎お皿　◎⻭ブラシスタンド　◎マグカップ（ペンセット付
き）

親子でつけられるスワロフスキー&モ チーフの3way
コーディネートネックレス

コメント ⽇本未発売のTシャツヤーンを使って、タッセルキーホルダーをお作り
頂けます。Tシャツヤーンはお選び頂けます。

カラフルなペンで自由にお絵かきを楽しめます。自宅の、オーブンで
焼き付けて仕上げて頂きます。

レジンを使ってスワロフスキーやパールなどを組み合わせてペンダント
ヘッドを作っていただきます。それぞれ単品モチーフでも組み合わせ
ても使えるアクセサリーとなっております。

値段 １０００円 ①１０００円  ②５００円  ③１５００ 子供１８００円 ⼤人３２５０円
所要時間 約２０分 約２０分 約２０分
出展者名 A's  阿久津 麻実 **HANA**   花岡瑞恵 sparkle0519  大和田瞳

ワーク名
らくやきマーカーで彩る

◎お皿　◎⻭ブラシスタンド　◎マグカップ（ペンセット付
き）

マグネット メモボード 2サイズ フラワー ブレスレット ドリーム キャッチャー

コメント カラフルなペンで自由にお絵かきを楽しめます。自宅の、オーブンで
焼き付けて仕上げて頂きます。

メモや写真をマグネットで止めたり、リボンに挟んで飾れます。簡単に
素敵なインテリアボー ドが作れます。

⼩さなお花をつなげて可愛いブレスレットを作りませんか︕︖お⼦さ
まはアンクレットとしても 使えるサイズです。

幸せを運んでくれるドリームキャッチャーをお好みの⾊でおつくりいただ
けます。パーツは、 シェルまたはプルメリアからお選びいただけます。

値段 ①１０００円  ②５００円  ③１５００ ⼤︓１２００円 ⼩︓８００円 ６００円 パーツ付 １８００円
(なし１５００円)

所要時間 約２０分 約２０分 約２０分 約２０分
出展者名 **HANA**   花岡瑞恵 DoubleRainbow 四家和美

ワーク名 こびとリラックス ボール オリジナルピアス
（イヤリング） ガラスドームの ネックレス ピアス（イヤリング） カラフルくるりん

コメント 毎年好評のリラックスボール。今年はこびとバージョンです。好きな
⾊をお選び頂けます。

フェザーや誕生月カラーの石、タッセルからお好きなパーツを選んでピ
アスをお作りいただ けます。イヤリングも可能です。

今、流⾏のガラスドームを使い、ラメやビーズを⼊れて簡単にネック
レスやピアス（イヤリング） をお作り頂けます。

くるくる回すといろんな形に変化する面白いおもちゃを手作りしませ
んか︖中に⼊れる鈴 の⾳もかわいいです。⾊はお選びいただけま

値段 ６００円 １２００円 ネックレス １２００円
ピアス（イヤリング） １３００円 ５００円

所要時間 約１５分 約２０分 約２０分 約２０分
出展者名 AquaBalloon 中島久美 A's 阿久津 麻実

ワーク名 マグネット メモボード 2サイズ フラワー ブレスレット ドリーム キャッチャー オリジナルピアス
（イヤリング）

コメント メモや写真をマグネットで止めたり、リボンに挟んで飾れます。簡単に
素敵なインテリアボー ドが作れます。

⼩さなお花をつなげて可愛いブレスレットを作りませんか︕︖お⼦さ
まはアンクレットとしても 使えるサイズです。

幸せを運んでくれるドリームキャッチャーをお好みの⾊でおつくりいただ
けます。パーツは、 シェルまたはプルメリアからお選びいただけます。

フェザーや誕生月カラーの石、タッセルからお好きなパーツを選んでピ
アスをお作りいただ けます。イヤリングも可能です。

値段 ⼤︓１２００円 ⼩︓８００円 ６００円 パーツ付 １８００円
(なし１５００円) １２００円

所要時間 約２０分 約２０分 約２０分 約２０分
出展者名 DoubleRainbow 四家和美 Happiness♡  内⼭ 美代⼦

ワーク名 ガラスドームの ネックレス ピアス（イヤリング） タッセルキーホル ダー
らくやきマーカーで彩る

◎お皿　◎⻭ブラシスタンド　◎マグカップ（ペンセット付
き）

コメント 今、流⾏のガラスドームを使い、ラメやビーズを⼊れて簡単にネック
レスやピアス（イヤリング） をお作り頂けます。

⽇本未発売のTシャツヤーンを使って、タッセルキーホルダーをお作り
頂けます。Tシャツ ヤーンはお選び頂けます。

カラフルなペンで自由にお絵かきを楽しめます。自宅の、オーブンで
焼き付けて仕上げて頂きます。

値段 ネックレス １２００円
ピアス（イヤリング） １３００円 １０００円 ①１０００円  ②５００円  ③１５００

所要時間 約２０分 約２０分 約２０分
出展者名 Happiness♡  内⼭ 美代⼦ A's 阿久津 麻実 **HANA**   花岡瑞恵

ワーク名

コメント
値段

所要時間
出展者名

ワーク名

コメント

値段

所要時間
出展者名

5月2⽇（火）
１部／11:00~16:00

BEEL UP  上原みすず

5月1⽇（月）
２部／16:30~21:00

5月2⽇（火）
２部／16:30~21:00

BELL UP  上原みすず

５月6（土）、7⽇（⽇）
11:00~21:00

①カクレクマノミ ボトルマリンアクアリウム   ②コケリウム

Happiness♡  内⼭ 美代⼦

約１５分
銀座パウパウアクアガーデン

５月3（⽔）、4⽇（⽊）、5⽇（⾦）
11:00~21:00

選べるテラポットワークショップ
◎多肉植物  ◎シェル  ◎アーティフィシャルフラワー（アートフラワー）

ワークショップ（オリジナルテラポット） 多肉植物･サンゴ･天然石・貝殻・アーティフィシャルフラワーで世界に一つだけ＆自分だけのオリジナルテラポット手作り体験︕こどもの⽇＆⺟の⽇のプレゼントに☆
どれも ２，０００円

約１５分
ruyi

①カクレクマノミ ボトルマリンアクアリウム夢のキャラクター︕あの可愛いカクレクマノミをボトルで飼育しよう︕  特殊ろ過が可能にした新発想の飼育⽅法で管理も簡単です。
■内容
専⽤のボトル飼育セットに、底砂・お好きなアクセサリーを選んでいただき思い思いにレイアウト︕︕最後に、水槽に泳ぐカクレクマノミの中から１匹、お好きな個体を選んでください。飼育⽅法もプロのアクアリストが教えます︕︕遂にあの人気お⿂映画でおなじみのカクレクマノ
ミの簡単飼育⽅法が確⽴︕︕この機会に是非カクレクマノミボトルアクアリウムを始めてください。

②コケリウム
癒し系のコケ絨毯に、植物や流⽊・石を組み合わせて、オリジナルレイアウトを作ろう︕
■内容
コケ・植物・流⽊や石・アクセサリーを選んでいただきコケリウムを作っていただきます。お部屋のインテリアに是非︕︕

①ボトルマリンアクアリウム 1セット3,000円②コケリウム  1セット2,000円


