
まだまだ学びたいこといっぱい！
大人のための限定企画！

オトナたのしい
ワークショップイベント
2014年2月2日（日）
10：00～17：00　開催！

1. フェイクスイーツデコ・フラワーポットづくり
【時間】 10：00～12：00
 15：00～17：00
 2レッスン開講
【講師】 よこたふきこ ＆ いまいあい
【場所】 1階
【金額】 3,500円
【定員】 各回8名

アート＆プリザーブドフラワーアレンジメントとフェイクスイーツデコを
一緒に楽しめる、イベント限定お得なコラボ企画！ クッキーにイラスト
をかいて、マカロンづくり、ホイップデコ！ 花器へお花と自分でつくっ
たスイーツたちを飾って、玄関や食卓、お部屋のワンポイントになる
かわいい、オリジナルのスイーツフラワーポットをつくります。　　　
　　　　　

【内容】

2. ステンドグラス・コンセントアロマランプづくり
【時間】 12：30～14：30
 15：00～17：00
 2レッスン開講
【講師】 三幸ステンドグラス工房
【場所】 1階
【金額】 3,500円
【定員】 各回6名

アロマランプの明かりで、いつものお部屋をほっこりした癒し空間に
変えませんか？ ガラスカット、カッパーテープ貼り、ハンダ付けの方法
などステンドグラスづくりの基本からちょっとしたコツまで、たっぷり体
験していただけます。手づくりギフトとしてもおすすめです。

【内容】

3. ふわふわあったか羊毛フェルトブローチづくり
【時間】 10：00～12：00
 12：30～14：30
 2レッスン開講
【講師】 くぼかおり
【場所】 1階
【金額】 2,500円
【定員】 各回6名

ふわふわの羊毛フェルトを使って、寒い季節にピッタリのキュートなリ
ボンブローチをつくります。羊毛は専用の針でちくちく刺していくと、
繊維同士が絡まり合いフェルトのようになります。針でひたすら刺し
てつくる羊毛フェルトは縫い物や編み物が苦手な方にもおすすめで
す。好きなカラー羊毛を選んで、みんなで楽しくつくりましょう！
【プレゼント】羊毛専用針『ニードル』プレゼント！

【内容】

4. 革靴作家kioさんから学ぶ革小物雑貨づくり
【時間】 12：30～14：30
 15：00～17：00
 2レッスン開講
【講師】 kio
【場所】 3階
【金額】 3,000円
【定員】 各回4名

革小物雑貨づくり体験。コインケースまたは名刺入れづくりを予定し
ています。革専用の針と糸を使って手で縫ってつくります。できあ
がった後はぜひ、毎日お使いください。使えば使うほど“あじ”の出る
革素材特有の風合いが楽しめます。男女問わず体験できる楽しい
内容になっています。

【内容】

5. プロから学ぶ本格スイーツづくり～フォンダンショコラ～
【時間】 10：00～12：00
 12：30～14：30
 2レッスン開講
【講師】 城堂シェフ
【場所】 1階
【金額】 3,000円
【定員】 各回6名

外はサクッ！ 中からはとろーり甘いチョコがあふれるフォンダンショコ
ラ！ 老舗ラマダホテル出身のシェフから学ぶプロの味＆技を学べる
本格スイーツづくりレッスン。おもてなしの心もしっかり学んでください
ね。つくったスイーツはお持ち帰りできますので、バレンタインギフトに
もピッタリです。

【内容】

ご予約、ご質問はお電話または、メールにて受付ております。
※新年6日からの受付となります。

電　　話 : 06-6933-2021
メ ー ル : shop@beaminctune.com



7. 私にもできた！簡単ジェルネイル体験
【時間】 15：00～17：00
 1レッスン開講
【講師】 福井かな
【場所】 4階
【金額】 3,500円
【定員】 8名

セルフジェルネイルを楽しむための、簡単ジェルネイル入門講座で
す。ハンドケア＆ネイルケア、爪についての基礎を学びます。好きなラ
メを選んでジェルの基本、ラメグラデーションにチャレンジ。マニキュ
アとは違って、キレイに長持ちするジェルネイル。一度ハマると楽しく
てどんどん腕を上げたくなっちゃうかもしれませんね！
【プレゼント】ネイルケアにおすすめのハンドクリームプレゼント

【内容】

6. 紅茶教室＆アイシングクッキーデコ体験
【時間】 12：30～14：30
 15：00～17：00
 2レッスン開講
【講師】 Yasuka Kano
【場所】 1階
【金額】 3,000円
【定員】 各回6名

英国式ヴィクトリアンスタイルでのおいしい紅茶の入れ方と、アイシン
グクッキーデコが体験できます。正しい紅茶の飲み方をおしゃれ＆気
品に学びましょう。お茶会気分でお話しながらみんなで楽しくレッスン！
お気軽にご参加ください。たくさんマスターしてくださいね！

【内容】

8. 韓国に行った気分になる！？韓国講座
【時間】 11：00～12：00
 13：00～14：00
 2レッスン開講
【講師】 はまいなつみ
【場所】 1部： 3階
 2部： 4階
【金額】 2,000円
【定員】 各回6名

『行ってみたらこんなんだった！』という韓国のお話から、知ってると
便利なフレーズや韓国旅行を楽しくする情報など、言ってはタブー
な言葉まで！旅行本には載っていない“とっておき”をコーン茶＆韓
国菓子を食べながら楽しくお茶会気分で学びます。韓国旅行に行
く人も行かない人も楽しめ、韓国に行った気分になれるスキルアップ
講座です。コーン茶＆韓国菓子付き。【持ち物】筆記用具

【内容】

9. ヨガとアーユルヴェーダ・リンパマッサージ体験
【時間】10：00～12：00
 1レッスン開講
【講師】 ナチュラルヨガ
 Naoko ＆ Mariko
【場所】 4階
【金額】 2,500円
【定員】 10名

インドの伝統医学“アーユルヴェーダ”のお話、ドーシャ診断でご自
身の体質をチェックします。”冷え解消”または“骨盤調整”ヨガ体
験の後には、アロマの香りに包まれながらリンパマッサージのスペ
シャルコース。レッスン終了後は、心も身体も全身リフレッシュ！ キレイ
を手に入れる自分磨きレッスンです。
【持ち物】動きやすい服装、バスタオル、筆記用具

【内容】

～ご自分の体質に合ったものを
取り入れてココロとカラダの
調和をはかりましょう～

1、フェイクスイーツデコ・フラワーポットづくり
2、ステンドグラス・コンセントアロマランプづくり
3、ふわふわあったか羊毛フェルトブローチづくり
4、革靴作家 kioさんから学ぶ革小物雑貨づくり
5、プロから学ぶ本格スイーツづくり～フォンダンショコラ～
6、紅茶教室＆アイシングクッキーデコ体験
7、私にもできた！簡単ジェルネイル体験
8、韓国に行った気分になる！？韓国講座
9、ヨガとアーユルヴェーダ・リンパマッサージ体験
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プレゼントにピッタリのワークショップもあります！
自分磨き＆スキルアップのチャンス！
楽しい企画が盛りだくさんの大人ワークショップイベントです。

季節はちょ
うど

バレンタイ
ン♬

※各ワークショップは予約制です。
※各ワークショップの内容は、変更・中止になる場合もございます。
　その場合ご連絡はいたしますが、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ご予約、ご質問はお電話または、
メールにて受付ております。

電　　話 : 06-6933-2021
メ ー ル : shop@beaminctune.com
開催場所 : 〒536-0008 大阪市城東区関目1-10-26
主　　催 株式会社今井広告研究所 1・3・4階
 ビーミンクチューン事業部


