
  
 

         

     

 

シェラトンワークショップ 

Sheraton Workshop 

11: 00 AM - 4:00 PM

予約不要。小さなお子様も参加頂けます。直接ご来場下さい。
場所： OASIS棟 1階 

No reservation required. Please feel free to visit the OASIS〈1F〉.
※お子様は保護者の方と一緒にご参加ください。 

*Children must be accompanied by a parent or guardian.

ビーズボールペン２種 缶入りアロマストーン おしゃれカチューシャ作り ビーズとお花の
キラキラバッグチャームスマホクリップ作り

コットンキャンディキーホルダー ビーズカチューシャ 春色アクセサリー 匂い袋づくりイニシャルキーホルダー

可愛いバッジやキーホルダーを作ろう ネームロゼットキーホルダー お花の飾りのミニバッグ シャカシャカ♪
カラフルくまの入浴剤《3回分》

パールとお花のデコレーションポーチ 
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料金： 1,000～ 1,100円
所要時間： 20～40分

料金： 1,500円
所要時間： 30～40分

料金： 1,000円
所要時間： 30分

料金： 1,000円
所要時間： 30～40分

料金： 1,000円
所要時間： 30分

料金： 800円
所要時間： 30分

料金： 1,300円
所要時間： 30分

料金： 800円～
所要時間： 30分

料金： 1,500円
所要時間： 30～50分

料金： 1,500円 ( 2個 )
所要時間： 20分

料金： 1,000～ 1,200円
所要時間： 20～30分

料金： 1,200円
所要時間： 30分

料金： 1,500円
所要時間： 30分～

料金： 1,000～ 1,300円
所要時間： 30分

料金： 1,600円
所要時間： 30分

カンタン・オリジナルの
ボールペンを作りましょ
う。
ビーズを芯に通すタイプ
と封入するタイプの２種
類をご用意。

蓋をすれば香りを閉じ込
めて持ち運びができる、
缶入りアロマストーン。
春らしい明るい色のお花
でアレンジしましょう。
（プリザーブドフラワー、
ドライフラワー使用）

フリルが可愛いリボンを
使ってカチューシャを作
ります。
大人もお子様もお楽しみ
頂けますので、親子のお
揃いコーデにもおすすめ
です。
多数のお色からお好きな
リボンをお選びください。

大人の方の映画やドラマ、
お料理中のレシピの閲覧、
お子様のお勉強動画や
アニメを見る時など様々
な場面でお使いください。
色柄は当日お持ちする多
数の生地よりお選び頂け
ます。

ハートのカプセルに、
お好きなビーズとお花を
入れて作ります。
小さなチャームも付けて、
オリジナルのバッグ
チャームが完成。

シールを貼り付けた袋の
中に好きな色のコットンを
詰めて、夜店の綿菓子風
のキーホルダーが作れま
す。

金属製の本体にお好きな
ビーズを通してつくる
ビーズカチューシャ作
り。

春らしい色合いのブレス
レット、イヤリング、
ポニーフックなどが作れ
ます。

お花や金属パーツを封入
する大人気の UV レジン
作品。

白檀やキンモクセイなど
4種類の香りから選んで、
匂い袋をつくります。
匂い袋はビーズやお守り
紐で仕上げて 2 つ作成し
ますので、ご家族で参加
いただけます。

小さな発泡スチロール土
台に布をボンドで刺して
いきます。
好きな色を選んで、簡単
で可愛いアクセサリーを
作りましょう。

針と糸を使わずにお好き
なリボン、生地を選んで
お名前入りの可愛い
ロゼットキーホルダーを
作ります。

エコバッグ入れにピッタリ
の可愛いミニバックです。
金具のついた持ち手で、
お手持ちのバッグに取り
付けられます。

ふわっと素敵なオーガン
ジーフラワーときらめく
パールをデコレーション
して、キュートなポーチ
作り。
お好みのデザインで可愛
いポーチをお作りいただ
けます。

シャカシャカ振って作る
入浴剤！
白色の岩塩にお好きな色
3つ＆アロマの香りを
プラスして作ります。
お塩をシャカシャカと
振ってお塩がカラフルな
色に変わったら、かわいい
くまのボトルに入れて
完成♪

レジンのキーホルダーor 
アンブレラマーカーP

料金： 1,000円
所要時間： 30分

金枠を選び、レジンで
パーツを作ります。
完成したら、金具を取り
付けます。
金具は、キーホルダーと
傘の目印からお選びくだ
さいね！

スケジュール 

A B・ ・ 

B・ 

・C4月 1日(土)

4月 2日 (日 ) 

D 

C4月 8日(土) 

E・F C・ 

O 

LK・4月 15日(土)

・ ・M

P・ 

4月 16日 (日 ) 4月 29日(土)

4月 22日(土) A E・M・4月 30日 (日 )

4月 23日 (日 ) 

N

・N

4月 9日 (日 ) I・J 

J 

・KJG H・ 

協賛：アティナカルチャースクール

4月 1日 (土 )、2日 (日 )、8日 (土 )、9日 (日 )、15日 (土 )
16日 (日 )、22日 (土 )、23日 (日 )、29日 (土 )、30日 (日)



  
 

         

     

 

  

          
            

    
   

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

  
  

 

 

 

   

    

 

    

    

  

  

 

    

   

     

  

Sheraton Workshop 
シェラトンワークショップ

5月3日(水・祝)、4日(木・祝)、5日(金・祝)、6日(土)、7日(日)
13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日) 

11:00AM - 4:00PM
場所：OASIS棟 1階

予約不要。小さなお子様も参加頂けます。直接ご来場下さい。 
No reservation required. Please feel free to visit the OASIS〈1F〉.

※お子様は保護者の方と一緒にご参加ください。 
*Children must be accompanied by a parent or guardian. 

協賛：アティナカルチャースクール

A シャカシャカ♪
カラフルくまの入浴剤《3回分》

所要時間：
30分

料金：
1,600円

シャカシャカ振って作る入浴剤！
白色の岩塩にお好きな色 3 つ＆アロマの香りを
プラスして作ります。
お塩をシャカシャカと振ってお塩がカラフルな
色に変わったら、かわいいくまのボトルに入れ
て完成♪

G パールとお花のデコレーションポーチ

所要時間：
30分

料金：
1,300円

ふわっと素敵なオーガンジーフラワーときらめく
パールをデコレーションして、キュートなポーチ
作り。
お好みのデザインで可愛いポーチをお作りいた
だけます。
母の日のプチギフトとしてもおすすめです。

お花の飾りのミニバッグ M 
所要時間：
30分～

料金：
1,500円

エコバッグ入れにピッタリの可愛いミニバック
です。
金具のついた持ち手で、お手持ちのバッグに
取り付けられます。

B プレゼントにも・羊毛フェルトのバラブローチ

所要時間：
30分

料金：
1,200円

布フェルトに直接羊毛を刺して、バラのブローチ
に仕上げます。
色は 5 色からお選びください。
※フェルティングニードルは別売（1本100円）
となります。

キラキラ ジュエルボールペンH 
所要時間：
30分

料金：
1,300円

キラキラと輝くカラーストーンや大小の可愛い
カラーパール玉を使って、オリジナルのボール
ペンを作ります。
（ご希望によりマスクチャームにもなるパール
チャームの取付も致します。）

お花飾りのブレスレット N 
所要時間：
30分～

料金：
1,000円

カラフルなテープでお花飾りのブレスレットを
作ります。

布で作るチャームとミニリースC 
所要時間： 

20～30分

料金：
1,000円

小さな発泡スチロール土台に布をボンドで刺し
ていきます。
好きな色を選んで、簡単で可愛いアクセサリー
を作りましょう。
キーホルダー、ピン、マグネット、ミニリース
の 4 種からお選び下さい。

I 羊毛フェルトで作る”ぱんだるま”チャーム

所要時間： 

30～40分

料金：
1,500円

愛くるしいパンダを、だるまのフォルムで
チャームに仕上げます。黒い部分と目をつける
体験ワークショップです。
※フェルティングニードルは別売（1本100円）
となります。

ネームロゼットキーホルダーO 
所要時間：
30分

料金：
1,200円

針と糸を使わずにお好きなリボン、生地を選ん
でお名前入りの可愛いロゼットキーホルダーを
作ります。

じゃらんじゃらんキーホルダーD 
所要時間：
20分

料金：
1,000円

ワイヤーリングにお好きなチャームやビーズを
通してオリジナルのキーホルダーが完成。
じゃらんじゃらん楽しみましょう。

羊毛お寿司チャーム作りJ 
所要時間：
40分

料金：
1,500円

みんな大好きマグロ・サーモン・たまごの中から
お好きなネタを羊毛で作ります。チャームにして
お出かけのお供へ♪
※フェルティングニードルは別売（1本100円）
となります。

スマホクリップ作りP 
所要時間： 

30～40分

料金：
1,000円

大人の方の映画やドラマ、お料理中のレシピの
閲覧、お子様のお勉強動画やアニメを見る時など
様々な場面でお使いください。
色柄は当日お持ちする多数の生地よりお選び頂
けます。

リボンバッグ２種E
所要時間： 

30～50分

料金： 

1,500～1,800円

ショルダーバッグやジュートバッグに、リボン
を付けてオリジナル作品を完成させます。
リボンは見本の他にもご用意しております。

匂い袋づくりK 
所要時間：
20分

料金：
1,500円(2個)

ユリの香りやお菓子の香りなど 4種類の香りから
選んで匂い袋をつくります。
匂い袋はビーズやリボンで仕上げて 2つ作成
しますので、ご家族で参加いただけます。

Q 固まるハーバリウムでおはしおきつくり

所要時間： 

20～30分

料金：
1,500円
(2個セット)
※追加 500円/1個

キラッキラなビーズやパールと、本物のお花で
オリジナルはしおき作り。
実験感覚で簡単に作れ、あなたも理系男子＆女
子になれるかも♪
※固まるまで少しお時間がかかります。
　お時間に余裕をもってご参加ください。

おしゃれカチューシャ作りF
所要時間：
30分

料金：
1,000円

フリルが可愛いリボンを使ってカチューシャを
作ります。
大人もお子様もお楽しみ頂けますので、親子の
お揃いコーデにもおすすめです。
多数のお色からお好きなリボンをお選びくださ
い。

ビーズボールペン２種L
所要時間： 

20～40分

料金： 

1,000～1,100円

カンタン・オリジナルのボールペンを作りましょう。
ビーズを芯に通すタイプと封入するタイプの
２種類をご用意。

R リップ型ハーバリウムボールペンつくり

所要時間：
30分

料金：
1,200円

きらっきらなビーズやお花をいれて、オリジナ
ルボールペンをつくってみませんか？
リップ型で女子力アップ！
3種類のお色から選んでくださいね。
あなたは何色がお好きですか？

スケジュール

O

5月 27日(土)

5月28日 (日 )

5月 14日 (日 ) 

C・5月 20日(土)

5月 21日 (日 ) 

K 

K

5月7日 (日 ) 

・M

5月 13日(土) 

N5月 6日(土) I・ 

J

・

・ 

FA B・ 

A・C

5月 3日(水・祝 )

5月4日(木・祝 )

5月 5日(金・祝 ) D L・C・D・E・ ・F

D・E・ ・F

・F P・Q・RG 

H H・ 

K ・M N・


