L’Atelier de Marie Exhibition
2016年5月17-22日 東京 ギャラリーパレット
ワークショップ詳細

① NEW! フェルトのメッセージブローチ/ Merci
2016年5月17日火曜日
時間 14:30-16:30
参加費: 4,000円 税込、材料
費,お菓子とお茶代込
定員8名様

プロジェクト
フランス語でありがとうを表すmerciを
可愛いバイカラーのフェルトに刺しゅう
したブローチを作りましょう。
準備した材料の中からお好きな色の組み
合わせを選んで作って頂きます。
テクニック
- 文字のテンプレートに沿ってスパン
コールを刺す方法
- ランニングステッチ
サイズ:
8 x 4.5cm
材料:
フェルト（サンフェルト）
3mm 平丸スパングル(トーホービーズ)
コットンパール糸 #8 (DMC)

② NEW! スペシャルフラワーブローチ Edit: WORKSHOP is FULL. Thank you!
2016年5月18日水曜日
全日のワークショップです！
時間 11:30-13:30 &
14:30-16:30
参加費: 10,000円 税込、材料
費、ランチ代、お菓子とお茶
代込
定員8名様

プロジェクト
刺しゅうが大好きな人が思う存分楽しん
でいただけるワークショップです。様々
な材料とテクニックを使い、自分だけの
素敵なフラワーブーケブローチを作りま
しょう。
準備した材料の中からお好きな色の組み
合わせを選んで作って頂きます。
テクニック
- フィッシュスケールテクニックを利用
したスパンコールの刺し方
- サテンステッチ (葉)
- ショート＆ロングステッチ (花)
- ランニングステッチ
サイズ:
8 x 8cm
材料
3, 6mm 亀甲スパングル(トーホービー
ズ)
ビーズ (トーホービーズ)
コットンパ―ル糸#8 (DMC)
フェルト (サンフェルト)

③ NEW! パンジーのペンダント
2016年5月19日木曜日
時間 11:30-13:30
参加費: 5,000円 税込、材料
費、お菓子とお茶代込
定員8名様

プロジェクト
愛らしいパンジーをデザインした人気の
パンジーペンダントはベストセラーで
す。準備した中からお好きなカラーコン
ビネーションを選んで自分だけのオリジ
ナル作品を作りましょう。繊細なデザイ
ンがこれからのシーズンにぴったりのア
クセサリーです。
テクニック
- フィッシュスケールテクニックを使っ
たスパンコールの刺し方
- サテンステッチ (葉)
- ランニングステッチ
サイズ:
5 x 2.5cm
材料
3mm 平丸スパングル(トーホービーズ)
ビーズ (トーホービーズ)
コットンパール糸 #8 (DMC)
フェルト (サンフェルト)

④ 葉つきカメリアの花ブローチ
2016年5月19日木曜日
時間 14:30-17:00
参加費: 5,500円 税込、材料
費、お菓子とお茶代込
定員8名様

プロジェクト
夏のお洋服のアクセントやジャケットの
襟元にぴったりの美しいブローチです。
他のデザインとは異なり、このブローチ
では2色のスパンコールだけでカメリア
の花の特徴を表現します。
テクニック
- フィッシュスケールテクニックを使っ
た2色のスパンコールの刺し方
- サテンステッチ(葉)
- ランニングステッチ
サイズ:
6.5 x 5cm
材料
6mm 平丸スパングル (トーホービーズ)
ビーズ (トーホービーズ)
コットンパール糸 #8 (DMC)
フェルト (サンフェルト)

⑤ NEW! ラウンドレースのブレスレット
2016年5月20日金曜日
時間 11:30-13:30
参加費: 5,000円 税込、材
料費、お菓子とお茶代込

プロジェクト
日本のリボンメーカー木馬のレースを
ベースにし、様々なビーズかキラキラと
輝くエレガントなブレスレットを作りま
しょう。
準備した材料の中からお好きな色の組み
合わせを選んで作って頂きます。

定員8名様
テクニック
- ラインに沿ったビーズの刺し方
- スパンコールとビーズの刺し方
- レースのデザインを利用したオリジナ
ルの刺しゅうのパターンの作り方
サイズ:
15 x 2cm
材料
3, 6mm 亀甲スパングル (トーホービー
ズ)
2mm ビーズ (トーホービーズ)
3mm タケビーズ
フェルト (サンフェルト)

⑥ NEW! パイナップル型のピアス＆イヤリング
2016年5月20日金曜日
時間 14:30-17:00
参加費: 6,000円 税込、材
料費、お菓子とお茶代込
定員8名様

プロジェクト
本に掲載されている最新のデザインのイ
ヤリングをご紹介します。レースモチー
フをベースにしたエレガントなスタイル
の作品です。
テクニック
- ラインに沿ったビーズの刺し方
- スパンコールとビーズの刺し方
-曲線に沿ったスパングルの刺し方
- レースのデザインを利用して刺しゅう
のパターンを作る方法
サイズ:
5.5 x 2cm
材料
4mm 亀甲スパングル (トーホービーズ)
2mm ビーズ (トーホービーズ)

⑦ NEW! パンジーのペンダント

2016年5月21日土曜日
時間 11:30-13:30
参加費: 5,000円 税込、材料
費、お菓子とお茶代込
定員8名様

プロジェクト
愛らしいパンジーをデザインした人気の
パンジーペンダントはベストセラーで
す。準備した中からお好きなカラーコン
ビネーションを選んで自分だけのオリジ
ナル作品を作りましょう。繊細なデザイ
ンがこれからのシーズンにぴったりのア
クセサリーです。
テクニック
- フィッシュスケールテクニックを使っ
たスパンコールの刺し方
- サテンステッチ (葉)
- ランニングステッチ
サイズ:
5 x 2.5cm
材料
3mm 平丸スパングル(トーホービーズ)
ビーズ (トーホービーズ)
コットンパール糸 #8 (DMC)
フェルト (サンフェルト)

⑧ 葉つきカメリアの花ブローチ
2016年5月21日土曜日
時間 14:30-17:00
参加費: 5,500円 税込、材料
費、お菓子とお茶代込
定員8名様

プロジェクト
夏のお洋服のアクセントやジャケットの
襟元にぴったりの美しいブローチです。
他のデザインとは異なり、このブローチ
では2色のスパンコールだけでカメリア
の花の特徴を表現します。
テクニック
- フィッシュスケールテクニックを使っ
た2色のスパンコールの刺し方
- サテンステッチ(葉)
- ランニングステッチ
サイズ:
6.5 x 5cm
材料
6mm 平丸スパングル (トーホービーズ)
ビーズ (トーホービーズ)
コットンパール糸 #8 (DMC)
フェルト (サンフェルト)

⑨ NEW! ラウンドレースのブレスレット
2016年5月22日日曜日
時間 11:30-13:30
参加費: 5,000円 税込、材
料費とお茶代込

プロジェクト
日本のリボンメーカー木馬のレースを
ベースにし、様々なビーズかキラキラと
輝くエレガントなブレスレットを作りま
しょう。
準備した材料の中からお好きな色の組み
合わせを選んで作って頂きます。

定員8名様
テクニック
- ラインに沿ったビーズの刺し方
- スパンコールとビーズの刺し方
- レースのデザインを利用したオリジナ
ルの刺しゅうのパターンの作り方
サイズ:
15 x 2cm
材料
3, 6mm 亀甲スパングル (トーホービー
ズ)
2mm ビーズ (トーホービーズ)
3mm タケビーズ
フェルト (サンフェルト)

