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岡山ロフト

イベントのご案内
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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マステで
ポンポン飾りづくり

マステで
オーナメントづくり

はじめての
オールドレンズ体験

天然石ブレスレット

@LOFT_OKAYAMA
Twitterはじめました！
岡山ロフト情報や
イベント・ラボ情報つぶやきます
【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

６

７

８

９

アルバムクラス

手形アート

マステで
ガーランドづくり

【講師】橋本 敦子先生
【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

１３

１４

ポンポンヘアゴムづくり

マステで
紙コップラッピづくり

【講師】Su先生
【時間】10：00～14：00
【参加費】小：500円／大：700円
【所要時間】約30分～
※予約不要・随時参加

２０

【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

１５

ポンポンヘアゴムづくり

松ぼっくりの
クリスマスオーナメント

２３

カメラＢＯＸフレーム

プレートデザイン

【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

２７

２８

２９

３０

マステで
オーナメントづくり

サンタＢＯＸづくり

アルファベットオブジェ

【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

【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

【講師】小田村 晶子先生
【時間】11：00～14：00
【参加費】
オブジェ代：400円（当日お渡し）
デコ代：300円～
【所要時間】約60分

１１
ジャンボフラワー

【講師】穐山 理恵先生
【時間】11：00～15：00
【参加費】
大:1.200円/中:600円/小:300円
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加

１８

サンタＢＯＸづくり

【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

１９

【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

２４

【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

１２

クリスマスカードづくり

【講師】ｋｏｍｏｍｏ先生
【時間】10：00～14：00
【参加費】800円
【所要時間】45分
※予約不要・随時参加

マステで
ガーランドづくり

【講師】Bat-Tan-Q先生
【時間】
11：00～12：00／13：00～15：00
【参加費】
子供：800円／大人：1000円
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加
※子供は小学生以下

２５

２６

アロマストーン

ミニクリスマスリース

【講師】白石先生
【時間】13：00～16：00
【参加費】500円
【所要時間】約15分＋乾燥60分
※予約不要・随時参加

【講師】ｋｏｍｏｍｏ先生
【時間】
11：00～12：30／13：30～15：30
【参加費】500円
【所要時間】約45分
※予約不要・随時参加

1１/４(土)
はじめての
オールドレンズ体験
ご予約はこちらの
ホームページから
https://photoschool.on-and-on-shop.com/school/20171104_okayama/

※事前予約11/19まで受付

※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】Chume先生
【時間】10：00～15：00
【参加費】500円
【所要時間】90分
※先着１０名・予約可

クリスマスシェイカー入
ハウスフォトフレーム

ポンポンヘアゴムづくり

【講師】Su先生
【時間】10：00～14：00
【参加費】小：500円／大：700円
【所要時間】約30分～
※予約不要・随時参加

クラフトバンド
卓上ＢＯＸづくり

１７

２２

【講師】小田村 晶子先生
【時間】11：00～14：00
【参加費】1000円
【所要時間】約40分
※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

【講師】Su先生
【時間】10：00～14：00
【参加費】小：500円／大：700円
【所要時間】約30分～
※予約不要・随時参加

１０

１６

【講師】丸橋 愛先生
【時間】10：00～12：00
【参加費】700円
【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60分
※予約不要・随時参加

２１

【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

【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】on and on
【時間】13：00～15：00
※15：00～レンズ即売会
【参加費】3000円～
【所要時間】約120分
※ご予約は下のQRコードから

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

11月 イベント情報
11/16(木)

11/12(日)・29(水)

クリスマスシェイカー入りハウスフォトフレーム

サンタBOXづくり
紙コップとあそびヤーンを使ってサンタBOXづくりの
工作イベントを開催いたします。紙コップにあそびヤーンを巻くだけ！
お好きな色のサンタBOXをお作りいただけます！
クリスマスにちょっとしたプレゼントにいかがでしょうか？

丸橋先生による、ハウスフォトフレームのクリスマスバージョンの
イベントを開催いたします。
シェイカーも入りの冬の季節にピッタリなフレームです。
お好きなパーツ、配置でオリジナルのフォトフレームが出来ます！
【講師】丸橋 愛先生
【時間】10：00～12：00
【参加費】

【時間】各日13：00～15：00
【参加費】300円（税抜）
【所要時間】約60分

【所要時間】120分

※予約不要・随時参加
※材料無くなり次第終了

※要予約・定員５名
※受付時間10:00からとなっております。

11/25(土)

11/19(日)

クリスマスカードづくり

アロマストーン

人気講師、小田村晶子先生によるクリスマスカードづくりの
ワークショップを開催致します。
ちょっとひと手間かけたオリジナルのクリスマスカードを
作ってみませんか？

【講師】小田村 晶子先生
【時間】11：00～14：00
【参加費】
【所要時間】

白石先生による、アロマストーンづくりの
ワークショップを開催いたします。
石膏とお好みのアロマオイルでオリジナルのアロマストーンを
お作りいただけます。

【講師】白石先生
【時間】13：00～16：00
【参加費】500円(税抜)
【所要時間】約15分＋乾燥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

11/26(日)

11/30(木)

アルファベットオブジェづくり

ミニクリスマスリース
komomo先生によるミニクリスマスリースづくりのワークショップを
開催致します。クリスマスリースを手作りいただけます！
オリジナルのクリスマスリースを飾ってみませんか？

【講師】komomo先生
【時間】
①11：00～12：30
②13：30～15：30
【参加費】500円（税抜）
【所要時間】約45分

【講師】小田村 晶子先生
【時間】11：00～14：00
【参加費】
オブジェ：400円(税抜)
デコ：300円(税抜)～
【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

岡山ロフト ラボ

小田村先生による、アルファベットオブジェのデコレーションの
ワークショップを開催いたします。
事前にアルファベットオブジェはご注文いただき、
イベントでデコレーションしていただきます！
結婚式などインテリアにもおすすめです

※予約不要・随時参加 ※材料なくなり次第終了

受付時間：１０：００～２０：００

電話番号：０８６－８０３－００３３（３Ｆ）

