
2018/11/20

月 火 水 木 金 土 日

1 2

AM ハーバリウム　  レ
ジンチャーム

(参加費) 842円＋レジン代200円

PM ハーバリウム 　 レ
ジンチャーム

(参加費) 842円＋レジン代200円

3 4 5 6 7 8 9

AM 簡単ミニツリー
チャーム

ズパゲッティ
10：30～13：30

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

ハーバリウム　  各
種

簡単ミニツリー
チャーム

ハーバリウム　  レ
ジンチャーム

ハーバリウム　  レ
ジンチャーム

(参加費) 500円 材料費 1500円 材料費 500円 842円＋レジン代200円 842円＋レジン代200円

PM 簡単ミニツリー
チャーム

ズパゲッティ
15：00～18：00

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

ハーバリウム　  各
種

簡単ミニツリー
チャーム

ハーバリウム 　 レ
ジンチャーム

ハーバリウム 　 レ
ジンチャーム

(参加費) 500円 材料費 1500円 材料費 500円 842円＋レジン代200円 842円＋レジン代200円

10 11 12 13 14 15 16

AM
クリスマス   　　           ア

レンジフレーム
or発泡リース

簡単ミニツリー
チャーム

ズパゲッティ
10：30～13：30

子供ティペットorス
ヌード

ハーバリウム　  各
種

簡単ミニツリー
チャーム

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

(参加費) 1500円 500円 材料費 材料費 材料費 500円 1500円

PM
クリスマス   　　           ア

レンジフレーム
or発泡リース

簡単ミニツリー
チャーム

ズパゲッティ
15：00～18：00

子供ティペットorス
ヌード

ハーバリウム　  各
種

簡単ミニツリー
チャーム

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

(参加費) 1500円 500円 材料費 材料費 材料費 500円 1500円

17 18 19 20 21 22 23

AM ズパゲッティ
10：30～13：30

子供ティペットorス
ヌード

ハーバリウム　  各
種

簡単ミニツリー
チャーム

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

簡単ミニツリー
チャーム

(参加費) 材料費 材料費 材料費 500円 1500円 1500円 500円

PM ズパゲッティ
15：00～18：00

子供ティペットorス
ヌード

ハーバリウム　  各
種

簡単ミニツリー
チャーム

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

簡単ミニツリー
チャーム

(参加費) 材料費 材料費 材料費 500円 1500円 1500円 500円

24 25 26 27 28 29 30

AM 簡単ミニツリー
チャーム

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

ハーバリウム　  レ
ジンチャーム

ズパゲッティ　10：
30～13：30

子供ティペットorス
ヌード

ハーバリウム　  各
種

ズパゲッティ
10：30～13：30

(参加費) 500円 1500円 842円＋レジン代200円 材料費 材料費 材料費 材料費

PM 簡単ミニツリー
チャーム

クリスマス   　　           ア
レンジフレーム
or発泡リース

ハーバリウム 　 レ
ジンチャーム

ズパゲッティ
15：00～18：00

子供ティペットorス
ヌード

ハーバリウム　  各
種

ズパゲッティ
15：00～18：00

(参加費) 500円 1500円 842円＋レジン代200円 材料費 材料費 材料費 材料費

31

AM ハーバリウム　  レ
ジンチャーム

(参加費) 842円＋レジン代200円

PM

(参加費)

・お申し込みや詳細は、パンドラスタッフまでお問い合わせください。 三宮オーパ2店　パンドラハウス　　ＴＥＬ(代表)078-222-5335

三宮オーパ2店　12月の講習会のご案内
**パンドラハウスで手作りをしてみませんか**

午前の部　１０：３０～１２：３０（受付１２：００迄）　午後の部　１４：００～１８：００（受付１７：３０迄）

毎週金曜日18：00～20：00（受付19：30まで） 夜の講習会実施！　　　　　　　　　　　　　　　材料費：600
～1200円（作成する作品により、材料費は異なります）

あみだおれ　  　　フェ
ス開催！  　　　　１０：
３０～１６：００　（受付

15：00まで）

所要時間：約60分	
所要時間：約60分	 500円	

ハーバリウムレジンチャーム　　　　　　
１２月２日・８日・９日・２６日・３１日	

クリスマスアレンジフレーム、　　　　ク
リスマス発砲リース	

１２月 ５日・１０日・１６日他	

簡単ミニツリーチャーム	
１２月 ３日・７日・１１日他	

所要時間：約60分	 1500円	

画像は一例です	

８４２　円　　　　　　＋
レジン代２００円	

お客さまへ	
	
〈クリスマスアレンジフレーム講習日について〉	
通常のアレンジフレームの講習もお受けできます。　　　　　　　　
その場合、参加費１８００円とさせていただきます。	

画像は一例です	 画像は一例です	

簡単秋冬アクセサリー　
12/7,14,21,28	


