
都道府県 市区町村 店舗名　 開催日時 内容

東京都 町田市 町田三輪 7/21 サボテンカラーサンド

東京都 足立区 島忠大谷田店 7/21　11：00・15：00
木材で黒板スタンドを作ろう！　参加費　300円（要予約）
参加費　300円（要予約）所要時間　約60分程度　小学生以上対象

東京都 足立区 島忠大谷田店 7/28　11：00～16：00
木製工具箱を作ろう！
参加費2000円（要予約）所要時間　約120分程度　中学生以上対象

東京都 足立区 島忠大谷田店 8/11　11：00～16：00
木材でパチンコを作ろう！
参加費　1000円（要予約）所要時間　約120分程度　小学生以上対象

東京都 足立区 島忠大谷田店 8/12 11：00～16：00
木材でパチンコを作ろう！
参加費　1000円（要予約）所要時間　約120分程度　小学生以上対象

東京都 中野区 中野本店 7/21 観葉植物のカラーサンド植え付けワークショップ
東京都 中野区 中野本店 7/28 観葉植物のカラーサンド植え付けワークショップ
東京都 中野区 中野本店 8/4 色塗りシーサーワークショップ
東京都 中野区 中野本店 8/11 色塗りシーサーワークショップ
東京都 中野区 中野本店 8/18 色塗りシーサーワークショップ
東京都 中野区 中野本店 8/25 色塗りシーサーワークショップ
東京都 北区 HM北赤羽店 8/11 14:00～17:00 ツールボックス
東京都 北区 HM北赤羽店 8/18 14:00～17:00 ツールボックス

神奈川県 海老名市 海老名店 8/3 14:00～15:00
シャーレキャンドル作り
参加費1080円（税込み）

神奈川県 海老名市 海老名店 8/4 14:00～15:00
サイコロカレンダー作り
参加費500円（税込み） 5名様 小学生限定

神奈川県 海老名市 海老名店 8/17 14:00～
コケ玉作り
参加費840円（税込み）

神奈川県 海老名市 海老名店 8/25 14:00～16:00
ツールボックス作り
参加費2000円（税込み）5名様

神奈川県 横浜市 島忠ホームズ港北高田店 8/4 14:00～17:00 ドリームキャッチャーワークショップ
神奈川県 横浜市 島忠ホームズ港北高田店 8/11、8/25 マスキングテープワークショップ
神奈川県 横浜市 島忠ホームズ港北高田店 8/18 苔玉ワークショップ
神奈川県 川崎市 川崎大師店 8/4 12：00～15：00 フラワーキャンドル作り　　　　　
神奈川県 川崎市 川崎大師店 8/11 13：00～15：30 アクリル板で花器を作って苔玉も作ろう　
神奈川県 川崎市 川崎大師店 8/25 13：00～16：00 カラーリーフ（観葉植物）のリース作り　　

神奈川県 横浜市 荏田店 7/20 10：00～16：00
オリジナルコケ玉づくり（観葉植物とコケ玉の組み合わせ）
参加費￥1,000

神奈川県 横浜市 荏田店 7/21 10：00～16：00
オリジナルコケ玉づくり（観葉植物とコケ玉の組み合わせ）
参加費￥1,000

神奈川県 横浜市 荏田店 7/27 11：00～16：00
プラバンでキーホルダーを作ろう
参加費￥100

神奈川県 横浜市 荏田店 7/28 11：00～13：00
タイルを使った引き出し月小物入れ
限定3名様　参加費￥700　（小学生以下￥500）

神奈川県 横浜市 荏田店 8/18 11：00～13：00
スパイスBOXを作ろう
参加費￥1,500

神奈川県 横浜市 荏田店 8/25 11：00～13：00
フレーム付ポットデコパージュ
参加費￥1,000

神奈川県 川崎市 新川崎店 7/20 ニトムズマスキンテープを使ってみよう
神奈川県 川崎市 新川崎店 7/21 レジン液を使ってアクセサリー作り
神奈川県 川崎市 新川崎店 7/27 コニシ裁ほう上手でティッシュケース作り
神奈川県 川崎市 新川崎店 7/28 網戸張替講習会
神奈川県 川崎市 新川崎店 8/11 プラネタリウム作り
神奈川県 川崎市 新川崎店 8/23 デコパネを使ってうちわ作り
神奈川県 川崎市 新川崎店 8/25 ブックシェルフ作り
神奈川県 相模原市 HM相模原店 8/17 園芸コケ玉ワークショップ
神奈川県 横須賀市 横須賀店 8/17 夏休みの工作　オリジナルのウッドキーボックスを作ろう
神奈川県 横須賀市 横須賀店 8/25 夏休みの工作　オリジナルのスマホスタンドスピーカーを作ろう
埼玉県 さいたま市 ホームズ浦和南店 8/18　14：00～ 夏休みの工作にピッタリ！　貯金箱を作ろう！

埼玉県 草加市 ホームズ草加舎人店 7/21　13:00～16:00
サボテンカラーサンド植え付け
参加費　540円(税込み)

埼玉県 草加市 ホームズ草加舎人店 7/28　13:00～16:00
お花のふうりん作り
参加費　1080円(税込み)

埼玉県 草加市 ホームズ草加舎人店 8/4　14:00～16:00
ペーパーホルダーラック作り
参加費　2000円(税込み)　先着8名予約制

埼玉県 草加市 ホームズ草加舎人店 8/11　13:00～16:00
多肉植物のミニリース作り
参加費　1080円(税込み)

埼玉県 草加市 ホームズ草加舎人店 8/18　13:00～16:00
ハーバリウム3WAY小物入れ作り
参加費　2500円(税込み)

埼玉県 草加市 ホームズ草加舎人店 8/25　13:00～16:00
麻ひもで編むプランツハンガー作り
参加費　1080円(税込み)

埼玉県 春日部市 島忠春日部本店 8/4 スマホスピーカー

埼玉県 春日部市 島忠春日部本店 8/25 スマホスピーカー

埼玉県 さいたま市 島忠浦和中尾店 8/4 観葉植物を使ったコケ玉を作成

埼玉県 さいたま市 島忠浦和中尾店 8/11 観葉植物を使ったコケ玉を作成

埼玉県 さいたま市 島忠浦和中尾店 8/17 観葉植物のハンギングリースを作成
埼玉県 さいたま市 島忠浦和中尾店 8/18 観葉植物を使ったコケ玉を作成
兵庫県 尼崎市 尼崎店 8/11 木材を使って工作大会を開催！！
兵庫県 尼崎市 尼崎店 8/18 夏の思い出を『スノードーム』にしよう！！
兵庫県 尼崎市 尼崎店 8/25 トリマーも超オススメ！ペットのリフレッシュシャンプー！

大阪府 大阪市 ホームズ鶴見店 8/18
サボテンのカラーサンド植え☆ワークショップ
参加費　５００円(税込み)

大阪府 大阪市 ホームズ鶴見店 8/18
フォトフレーム
参加費　1000円(税込み)

大阪府 大阪市 ホームズ鶴見店 8/25
スノードームのワークショップ
参加費　2000円(税込み)

大阪府 大阪市 ホームズ鶴見店 8/25
ハーバリウムのワークショップ
参加費　1000円(税込み)

大阪府 大阪市 ホームズ鶴見店 8/25
フォトフレーム
参加費　1000円(税込み)

大阪府 大阪市 ホームズ南津守店 8/11
かわいらしいスノードームの作成
参加費　税込み2,160円　定員４名まで、
当日ＡＭ12時まで受付可。事前予約必要（開催時の参加は相談応じます。）

大阪府 大阪市 ホームズ南津守店 8/12
かわいらしいスノードームの作成
参加費　税込み2,160円　定員４名まで、
当日ＡＭ12時まで受付可。事前予約必要（開催時の参加は相談応じます。）

大阪府 大阪市 ホームズ南津守店 8/18

木で作成する、オリジナル　スマホ　アイホンスピーカーの作成
参加費　税込み８００円 定員４名まで
当日ＡＭ12時まで受付可。事前予約必要（開催時の参加は相談応じます。）

大阪府 大阪市 ホームズ南津守店 8/25
木で作成する、オリジナル　キーホルダーＢＯＸの作成
参加費　税込み８００円 定員４名まで
当日ＡＭ12時まで受付可。事前予約必要（開催時の参加は相談応じます。）

詳細な開催情報に関しては、お近くの各店舗までお問い合わせください。


