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イベントのご案内

岡山ロフト

開催場所：岡山ロッツ3階 岡山ロフト内ロフトラボ
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４
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６

タオルぬいぐるみづくり

マステで
オーナメントづくり

マステで
うちわづくり

あそびヤーン
ミサンガづくり

【講師】橋本 敦子先生
【時間】13：00～15：00
【参加費】200円
【所要時間】約10分
※予約不要・随時参加
※材料なくなり次第終了。

【時間】10:00～12:00
【参加費】500円
【所要時間】約120分
【準備】はさみ・テープのり・写真
※要予約・定員9名

７

８

オリジナル小皿づくり

【時間】13:00～15：00
【参加費】無料
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加

９

１０

１１

サマーリースづくり
ポンポンヘアゴムづくり

マステ工作①
（うちわ・ミニBOXづくり）

マステ工作②
（缶バッチづくり）

【時間】15：00～17：00
【参加費】無料
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加

【時間】11：00～13：00
【参加費】無料
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加

１２

１３
マステ工作③
（ノート・収納BOXづくり）

Picture
Coming Soon
【講師】komomo先生・Su先生
【時間】10：00～14：00
【参加費】各500円
【所要時間】リース約60分
ヘアゴム約20分
※ヘアゴムのみ要予約(定員２名)
※材料無くなり次第終了。

【時間】13：00～15：00
【参加費】500円
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加
※材料なくなり次第終了。

１４

１５

コチャエおりがみ体験

【時間】13：00～15：00
【参加費】無料
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了。

１６

１７

１８

１９

２０

水彩クレヨン体験

フォトフレーム

シェイカーづくり
万華鏡づくり

サマーフレーム

オリジナル
コースターづくり

Picture
Coming Soon

【時間】13：00～15：00
【参加費】無料
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加
※材料なくなり次第終了。

２１

【時間】13：00～15：00
【参加費】300円
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加
※材料なくなり次第終了。

２２

２３

ペン立てづくり

Picture
Coming
Soon
【講師】穐山 理恵先生
【時間】14：00～17：00
【参加費】500円
【所要時間】約20～30分
※予約不要・随時参加
※材料なくなり次第終了

【講師】小田村 晶子先生
【時間】11：00～14：00
【参加費】各500円
【所要時間】約各30分
※予約不要・随時参加
※材料なくなり次第終了

【講師】小田村 晶子先生
【時間】11：00～14：00
【参加費】
【所要時間】
※予約不要・随時参加

【講師】LILY.先生
【時間】13：00～17：00
【参加費】100円
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加
※材料なくなり次第終了

２５

２６

２７

蛇の目ミシン
ヘアアクセづくり

ｍｔマステ
新作紹介イベント

カレンダーづくり

２８

２９

３０

３１

流木のフラワーアートづくり
ポンポンヘアゴムづくり

手形アート

【フォトボードづくり】
スキャンカットなくじらさん

マステで
ガーランドづくり

Picture
Coming Soon

【時間】①10:00～12:00
②13:00～17:00
【参加費】スリーピン（２個）300円
バレッタ（１個）300円
【所要時間】約20分
※予約不要・随時参加

新作マステを
いち早く！
試し貼り
いただけます！！
【時間】11：00～13：00
【参加費】無料
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加

【時間】11：00～13：00
【参加費】無料
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

ロフトアプリでロフトをさらに楽しもう♪
イベント情報・お得なクーポンを
ゲットしよう！
【講師】丸橋 愛先生
【時間】10：00～12：00
【参加費】
【所要時間】約120分
※要予約・定員５名

【時間】13：00～15：00
【参加費】無料
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加

※予約申し込みは店頭スタッフにお声かけ頂くか、お電話で承ります。各回定員になり次第締め切らせていただきます。
尚、定員に満たない場合は、当日でもご参加いただけます。
※最終受付は所要時間前とさせていただきます。所要時間過ぎてからの受付の場合は時間までのご案内になります。
※終了時間１０分前、参加が無い場合、早めにイベントを終了させて頂く場合がございます。

岡山ロフト ラボ

【講師】小田村 晶子先生
【時間】11：00～14：00
【参加費】500円
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加
※材料なくなり次第終了

Picture
Coming Soon

２４

【時間】13：00～15：00
【参加費】無料
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加

【講師】原 房代先生
【時間】10：00～12：00
【参加費】A5サイズ：500円
A4サイズ：1000円
【所要時間】１２０分
※要予約・定員５組

Picture
Coming Soon

マステで
ポンポン飾りづくり

Picture
Coming Soon

【講師】komomo先生・Su先生
【時間】10：00～14：00
【参加費】各500円
【所要時間】流木約45分
ヘアゴム約20分
※ヘアゴムのみ要予約(定員２名)
※材料無くなり次第終了。

【時間】11：00～13：00
【参加費】ノート：300円
ＢＯＸ：500円
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了。

【時間】13：00～15：00
【参加費】300円
【所要時間】約30分
※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了。

受付時間：１０：００～２０：００

※都合により、急なイベント変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※小さなお子様のご参加は、保護者の方の同伴でお願いいたします。
※参加費は、全て税抜価格です。

電話番号：０８６－８０３－００３３（３Ｆ）

岡山ロフト

8月 イベント情報
8/6(日)

8/3(木)

あそびヤーンミサンガづくり

タオルぬいぐるみづくり
針と糸を使わないタオルぬいぐるみづくりの
ワークショップを開催いたします！
輪ゴムを外すとハンカチをして使えます！

あそびヤーン使用したミサンガづくりの
ワークショップを開催いたします。
簡単なミサンガの編み方をあそびヤーンで紹介します。
ストラップにしたり、ブレスレットにもおすすめです！

【時間】8/3(木) 13：00～15：00
【参加費】200円(税抜)
【所要時間】約10分

【時間】8/6(日)11：00～13：00
【参加費】無料
【所要時間】約60分

※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

8/8(火)

8/10(木)

マステ工作①(うちわ・ミニBOXづくり)

オリジナル小皿づくり
陶器に書けるペンを使ったオリジナル小皿づくりの
ワークショップを開催いたします。
プレゼントにはもちろん、自分用にもおすすめ♪

マスキングテープを使ったうちわ・ミニＢＯＸづくりの
ワークショップを開催いたします。
マステを貼るだけ！小さなお子さん参加歓迎です！

【時間】8/8(火) 13：00～15：00
【参加費】500円(税抜)
【所要時間】約60分

【時間】8/10(木) 13：00～15：00
【参加費】無料
【所要時間】約30分

※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

8/11(金)

8/13(日)

マステ工作③(ノート・収納BOXづくり)

マステ工作②(缶バッチづくり)
マスキングテープを使った缶バッチづくりの
ワークショップを開催いたします。
缶バッチの他にもマグネットタイプもございます。

マスキングテープを使ったノート・収納BOXづくりの
ワークショップを開催いたします。
実用的な小物に少しマステを使った
アレンジしてみませんか？

【時間】8/11(金) 13：00～15：00
【参加費】300円(税抜)
【所要時間】約30分

【時間】8/13(日) 11：00～13：00
【参加費】ノート：300円(税抜)
収納BOX：500円(税抜)
【所要時間】約60分

※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

※予約不要・随時参加 ※材料無くなり次第終了

8/26(土)

8/16(水)

ｍｔマステ・新作紹介イベント

水彩クレヨン体験
今テレビやSNSで話題の水彩クレヨンの
体験イベントを開催いたします。
キットを使ってペンケースをお作りいただけます。
専用の筆ペンはお持ち帰りいただけます。

【時間】8/16(水) 13：00～15：00
【参加費】300円(税抜)
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

岡山ロフト ラボ

人気マスキングメーカ―の新作紹介の
イベントを開催いたします。
発売前の新作マステの紹介・試し貼りをします！
マステ好きの方はぜひご参加ください！

Picture
Coming Soon

【時間】8/26(土) 11：00～13：00
【参加費】無料
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

受付時間：１０：００～２０：００

電話番号：０８６－８０３－００３３（３Ｆ）

