ワークショップのお申し込みは１１月１ ５日（木）９：０ ０ 〜 お 電 話 (0 5 3 2 - 4 6 - 6 5 0 9 )にて受 付 致します。

Belle Couture

katsina candle

軽くて丈夫な軽量樹脂粘土をお好き
な色に着色して雛人形を作ります。
【体 験】
クレイで作る雛人形
【時 間】10:00〜12:00
13:00〜15:00
【参加費】3,500円（税込）

たった20分でビックリする変化！
あなたにぴったりなセルフケアもお
伝えします。
【体 験】美容補正(骨盤or肩or小顔)
耳ツボジュエリー
【時 間】10:00〜（３０分毎）
【参加費】各1,500円（税込）

【体 験】
フラワージェルランタンキャンドル
【時 間】平日/10:00〜16:00（３部制）
【参加費】3,000円（税込）

Mummy Daisyʼs Gentleness

【体

salon de 彩

【体 験】
アロマボタニカルキャンドル
【時 間】
日曜/10:00〜16:00（５部制）
【参加費】1,650円（税込）

angel-smile4

ミニョンヌ

mignonne

験】
カップケーキのピンクッション
（ブルーorイエロー）
間】10:00〜12:00 13:00〜15:00

ツボを刺激することにより、臓器や器
官を活性化するだけでなく血流が良く
なり、身体が温まる効果が得られます。
【体 験】ハンド＆フットリフレクソロ
ジー
【時 間】10:00〜（３０分毎）
【参加費】1,500円（税込/３０分）

【時 間】9:30〜15:00
シンプルでナチュラルな大人服、布
小物を作っています。冬物を中心と
した大人服、布小物、バッグ等の販
売。

【時
【参加費】1,800円（税込）

【体 験】
ダリアのミニ巾着
【時 間】10:00〜12:00 13:00〜15:00
【参加費】2,800円（税込）

ギャラリーchaos

aroma salon LAULEA

普段使いに便利なアロマクラフト体
験とアロマオイルの販売をします。
【体 験】
アロマクラフト体験

【体 験】
タイルクラフト
（オブジェ）
【時 間】10:00〜12:00 13:00〜15:00
【参加費】500円（税込）

orアロマ美容液）

【体 験】
タイルクラフト
（タペストリー）
【時 間】10:00〜12:00 13:00〜15:00
【参加費】2,500円（税込）

（天然香水or殺菌消臭スプレー

【時 間】10:00〜12:00 13:00〜15:00
【参加費】2,160円（税込）

パステル×筆文字はうす

手がよごれない、ベビーちゃんとマ
マにも安心なパステル手形足形ア
ートを作成。
【体 験】パステル手形足形アート
【時 間】10:00〜15:30(最終受付)
所要時間３０分
【参加費】2,800円〜（税込）

Atelier Bluestar

original village works kinokinon*

【体 験】
タイルトレー＆コースター
【体 験】
ステンシル（サインボード・エプロン）
【時 間】10:00〜 11:00〜 13:00〜 【時 間】10:00〜 12:00〜
【参加費】2,000円（税込）
【参加費】1,000円（税込）

【体 験】ハーバリウム
【時 間】10:00〜 12:00〜
【参加費】2,500円（税込）

【体 験】
ステンシル（ミニミニガーデン）
【時 間】10:00〜 11:00〜 13:00〜
【参加費】500円（税込）

アロマワックスアレンジメント
【体 験】
【時 間】10:00〜 12:00〜
【参加費】2,500円（税込）
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※混雑状況によりお待ちいただく場合は店内でお待ちください。店頭に見本があります。

イベントのお申込み：はなやさい店内サービスカウンターまたはお電話にて、先着順で受付します。

※定員になり次第、締切とさせて頂きます。ご予約の方は当日の開始時刻５分前までにサービスカウンターまでお越しください。

