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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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コサージュづくり

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
※お好きな工作１つ選択

５

６

７

ボンボン・シュシュ
ヘアゴムづくり

コサージュづくり

ペーパーストラップづくり

【時間】10：00～14：00
【参加費】500円
【所要時間】約30分～
※予約不要・随時参加

１２

【講師】komomo 先生
【時間】10：00～14：00
【参加費】
小：1000円／大：1500円
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加

８

【講師】Ｃｈｕｍｅ 先生
【時間】10：00～15：00
【参加費】500円
【所要時間】約60分～
※先着１０名・予約可能

１３

１４
缶バッチ・マグネットづくり

１５

１０

１６

【時間】①10：00～12：00 ②14：00～17：00
【参加費】コインケース・ネームカードケース：各1000円
【所要時間】約60分～
※予約不要・随時参加

１７

【講師】柳井 先生

【時間】11：00～14：00
【参加費】（A4サイズ）800円
【所要時間】約60分～
※予約不要・随時参加

２０

２１

２２

アルバムクラス

布マステ
デザイントートづくり

トラベルバック風
フォトＢＯＸ

２３

１８
けしごむハンコ
和柄豆ハンコで
オリジナルポチ袋づくり

【講師】小田村 先生

【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
※写真・イラスト・マステ持参ＯＫ

１１
革小物づくり

フォトボードづくり

【講師】ｙｕｋｏ 先生

１９

【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

クラフトバンド
カトラリーケースづくり

【時間】11：00～14：00
【参加費】700円
【所要時間】約30分～
※予約不要・随時参加

４

【講師】LILY. 先生

【時間】10：00～14：00
【参加費】
小：1000円／大：1500円
【所要時間】約60分
※予約不要・随時参加

【講師】小田村 先生

カバードクロス
かわいいリボンペンレッスン

【時間】14：00～16：00
【参加費】1500円
【所要時間】約60分～
※予約なければ中止（3/11まで）
※要予約・定員8名

【講師】komomo 先生

９

日
プラバン
キーホルダーづくり

@LOFT_OKAYAMA

【講師】SＵ 先生

岡山ロフト

【時間】14：00～17：00
【参加費】１セット500円～
【所要時間】約20分程度
※予約不要・随時参加

２４

２５
香水づくり
ロールオンアロマ

Picture
Coming Soon
【講師】橋本 敦子先生
【時間】10:00～12:00
【参加費】800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

２６

２７

リメイクハンガーづくり

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

【講師】丸橋 先生
【時間】13：00～15：00
【参加費】380円
【所要時間】30分
※予約不要・随時参加

２８

【時間】14：00～19：00
【参加費】各1000円～
【所要時間】約60分～
※予約不要・随時参加

２９

３０

３１

マステ工作（夕方）

おりがみ体験

ロゼッタづくり

【時間】15：00～17：00
【参加費】無料
【所要時間】約60分～
※予約不要・随時参加
※お好きな工作１つ選択

※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】白石 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

受付時間：１０：００～２０：００

【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

【講師】 なつみさん
【時間】
11：00～14：00(受付13：00)
【参加費】1200円
【所要時間】約50分～
※予約不要・随時参加

※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

３月 イベント情報
komomo 先生

SU 先生

コサージュづくり
人気講師、komomo先生による「コサージュづくり」の
ワークショップを開催いたします。
お子さんの卒業式・入学式におすすめです。

【時間】
3/2(金)10:00~14:00
3/6(火)10:00~14:00
【参加費】
小：1000円＋税／大：1500円＋税
【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

シュシュポンポンヘアゴムづくり
リメイクハンガーづくり
人気講師、ＳU先生によるワークショップを開催いたします。
3/7(月)は、「シュシュヘアゴムづくり」
3/26(月)は、「リメイクハンガーづくり」
【時間】
ヘアゴム：3/5(月)10:00～14:00
ハンガー：3/26(月)10:00～14:00
【参加費】
ヘアゴム：￥500＋税~
ハンガー：￥500＋税
【所要時間】各約３０分～
※予約不要・随時参加 ※材料無くなり次第終了

小田村 先生

Chume 先生

ペーパーストラップづくり
フォトボードづくり

クラフトバンド カトラリーケースづくり

人気講師、小田村晶子先生によるワークショップを開催いたします。
3/7（水）は「ペーパーストラップづくり」
3/16（金）は「フォトボードづくり」
【時間】
ペーパーストラップ：3/7(水)11:00~14:00
フォトボード：3/16(金)11:00~14:00
【参加費】
ペーパーストラップ：￥700＋税
フォトボード：￥800＋税
【所要時間】
ペーパーストラップ：約30分～
フォトボード：約60分～

人気講師、Chume先生による「クラフトバンド カトラリーケースづくり」の
ワークショップを開催いたします。
食卓にちょっとかわいいカトラリーケースはいかがですか？

【時間】3/9(金)10:00～15:00
【参加費】￥500＋税
【所要時間】約60分～
※随時参加・先着１０名
※予約可能

※予約不要・随時参加 ※材料なくなり次第終了

柳井 先生

yuko 先生
カバードクロス リボンペンレッスン

けしごむハンコ 和柄豆ハンコでポチ袋づくり

人気講師、yuko先生による「カバードクロス リボンペンレッスン」の
ワークショップを開催いたします。
日用品を布やリボンで可愛くデコレーションする
カバードクロスが体験できます。
今回は「ペン」をカバードクロスします。

人気講師、柳井先生による「和柄豆ハンコでポチ袋づくり」の
ワークショップを開催いたします。
つまようじで簡単に削れるけしごむハンコがお作りいただけます
さらにポチ袋も手作りいただけます

【時間】3/13(火)14:00~16:00
【参加費】1500円＋税
【所要時間】約60分～
※要予約・定員８名
※予約なければ中止（3/11まで受付）

岡山ロフト ラボ

【時間】3/18(日)14:00~17:00
【参加費】１セット￥500＋税～
【所要時間】約20分程度
※予約不要・随時参加

受付時間：１０：００～２０：００

電話番号：０８６－８０３－００３３（３Ｆ）

