
⑧ １１/２２（火）　　革倶楽部

「三角屋根のキャンディボックス」

  講師：髙間 由美子
　（日本革工芸会理事）

⑤ １１/７（月） 又は　８（火）　
革造形「2017 鳳凰（輝）」

　　　講師：元家 三彩子  

サイズ＜縦×横×奥行き＞ｃｍ

④ １０/２６（水）　　ミシン仕立て

「ＤＯＬＬＹ（ドリー）」
講師：谷　秀一

＜18×23×19＞

＜28×18×Ф12＞

＜10×7＞

＜17×40×18＞

※ 事前に宿題
があります。
お申込みは
お早目に。

●タグキット
「にわとり」
￥６４８（税込）

＜9×19.5×3＞

＜20×34×9.5＞

●マロン色と黒のコンビ革で秋色のセミショル
ダーをミシン縫いします。両脇のポケットと、口
元の両開きファスナーで使い勝手抜群。シル
バーのナイロンファスナーがおしゃれです。

●ざっくりした                        セーターに合
わせたいペンダントはヌメ革で、どんな装いにも
さりげなくマッチするブローチは牛純白革使用。
お好きな色に染色出来ます。

●１日目でカービング
と染色、２日目は仕立
ての講習です。
今までの講習では実
現出来なかった染色、
手縫い仕立てを実践
で勉強出来ます。

●来年の干支の酉を平等院の鳳凰
像からデザインしました。伝説上の
吉兆の鳥をエルヌメ革で造形します。

●セントポーリアを大型にしたグロキシニアは
観賞用の鉢植えとして人気のお花です。色や
種類も多様な花ですが、今回はより華やかな
八重を豚純白革を染めて作ります。

② １０/２４（月）　
「プチブローチ
　　＆ ペンダント」

③ １０/２５（火）　
「グロキシニア」

⑦ １１/１６（水）　　革手袋

「 ウォームミテーヌ」
講師：福島 令子・佐藤 春奈

＜7.5×Ф10.5＞
＜10.5×Ф7.5＞

●１日目は金彩革と文庫革の染色、箔押し
２日目は型出し、貼り込みの講習になります。
デザインは講習の為に書き下ろして頂いた
パターンの中から選び、アレンジも可能です。

●床革を何層にも重ねて形を作る積み革技法。
今回は模様入れに挑戦！　どこまで磨きをかけ
るか、時間と根気のいる仕事ですが、出来上が
った時の達成感と満足度は病み付きに！！

●すくい縫いで丸みを出したふたが可愛い丸
型のボックスを手縫いで作ります。
すくい縫い、駒合わせ縫い技法が学べます。
革はイタリア直輸入のヌメ革、今大人気のルガト
ショルダーを使用。

エル皮革工芸研究所

日程
１回　１０/２８（金）　
２回　１１/２５（金）
３回　2017 
　　　  １/２７（金）　　
４回　 ２/２４（金）

●午前は、手袋作家の第
一人者、福島令子先生によ
る講義。午後は実践でミテ
ーヌを手縫いで作ります。
※テキストに右の本付き→

⑥ １１/９（水） ＆ １１/３０（水） 
金彩革「金箔のオブジェ」

講師：猪俣 伊治郎

⑨ 積み革短期集中講座　全４回
ＳＨＩＭＡレザーアート「筆立」

  講師：島崎　清

＜7.5×4＞

＜Ф6＞

ニュージーラ
ンド産シュリ
ンクラム毛皮
を使用。
色は豊富な
色数の中か
らお好きな色
を選べます。

女性用
Ｍ・Ｌサイズ

＜19.5×15＞

レザーフラワーアート
講師：吉田 春恵

2016 エル秋季講習会
会　場　　　㈱協進エル　地下１F

時　間　　　裏面をご覧下さい。

〒111-0054　台東区鳥越2-10-8
TEL 03-3866-3221   Fax 03-3866-3226
※お申し込みはお電話又はFaｘでどうぞ。　

① １０/１９（水） ＆ １１/２（水） 
シェリダンスタイルカービング

「ロングウォレット」
講師：大塚 孝幸

「わたしの手袋博物館」
暮しの手帖社



※ お客様用駐車場及び、駐輪場はありません。御来社の際は公共の乗り物をご利用ください。

☆　ご予約は、メール、お電話又はFAXにて。

☆　受講料、材料費のお支払い方法
　　1.アルファエル店頭でのお支払い。（カード可 VISA/Master）
　　2.振り込み、現金書留は下記宛にお送りください。

　　㈱協進エル　皮革工芸研究所

　　振込先　　郵便振替口座　００１４０－９－１５８８０６

　※　振り込み手数料はお客様ご負担となります。
　※　通信欄に受講される講座の番号をお書き下さい。
　※　必ず1週間前までに送金してから、ご参加下さいます様お願いいたします。
　※　ご都合により受講を取り消された場合のご返金は出来ませんので、
　　　 予めご了承下さい。（材料は後日お送りいたします。）
　※　一度ご予約された後のキャンセルは、お早目にご連絡下さい。
　　　 キャンセル料が、かかる場合があります。

⑤ １１/７（月）又は ８（火）

　革造形 「2017 鳳凰（輝）」

　講師：元家 三彩子　

⑥ 11/9（水）＆ 11/30（水）
 金彩革

「金箔のオブジェ」
　講師：猪俣 伊治郎

① 10/19（水）＆ 11/2（水）
 シェリダンスタイルカービング

「ロング・ウォレット」
　講師：大塚 孝幸

② １０/２４（月） 
 レザーフラワーアート

「プチブローチ＆ペンダント」
　講師：吉田 春恵

③ １０/２５（火）
 レザーフラワーアート

「グロキシニア」
　講師：吉田 春恵

④ １０/２６（水）
 ミシン仕立て

「ＤＯＬＬＹ（ドリー）」
　講師：谷　秀一

⑦ １１/１６（水）
 毛皮の手袋

「ウォームミテーヌ」
　講師：福島 令子 ・ 佐藤春奈

⑧ １１/２２（火）
 革倶楽部

「キャンディボックス」
　講師：髙間 由美子

⑨ 積み革短期集中講座　全４回
　SHIMA レザーアート　「筆立」

　講師：島崎　清

１回目 １０/２８（金）　２回目 １１/２５（金）
３回目  １/２７（金）　 ４回目   ２/２４（金）
AM10：00～ＰM4：00

ハトメ抜き（８・１０・１２・２０・２５・４０）号、カシメ打ち棒（極小・小）、打ち台

水刷毛、筆、鉄筆、ハサミ、楕円抜き大、菱ギリ、スェーベルナイフ

シェイプパンチ［三日月（大・中・小）］、のりベラ　

刻印［Ｃ４５３or４２９、Ｓ７０５、Ｃ７０９or４３１、Ｖ７０８oｒ４０７、Ｄ４３６oｒ６３７]　

革包丁又はカッター、ゴム手袋、ウエス（Ｔシャツ１枚位）

革包丁、クラフトはさみ（先の尖ったもの）、糸きりハサミ、銀ペン、目打

シンブル（指ぬき）、糸引きロウ  ※革包丁、ハサミは良く切れるもの

※注・・・革代別途、革は当日お好きな色を選んで１枚お買い求め頂きます。
　　　　　１枚　約4,000円程度　　　

浮き彫り用モデラ、彩色筆（中）２～３本、トレーシングペーパー

すり込み刷毛、鉛筆、ボールペン、さらし木綿、真綿（お持ちの方）

のり用筆、白ボンド、ガラス板、ウエス、ラッカー用刷毛（25㎜巾）

革包丁、丸包丁（良く砥いで切れる状態にしてお持ちください。）

革包丁、NTカッター、のリベラ、目打ち、銀ペン、糸切りハサミ

クラフトはさみ（先の尖ったもの）、定規（方眼のもの推奨）、手縫い針

ローラー、ボールペン、使い捨てライター（糸処理用）

革包丁、プロ平目打ち（２㎜巾）２本目・４本目　※９角

ネジ捻、菱ギリ（細）、丸ギリ、のリベラ、糸引きロウ、糸きりハサミ

紙ヤスリ（＃１００・＃２００）、トコノール、ウエス、ゴムのり、定規、綿棒

トレースは宿題になります。　ご入金を確認後、革と図案、使用刻印、

持参工具の詳しい資料をお送りします。

尚、１回目の講習でカービングの終わらなかった方は２回目までの

宿題となります。

筋ゴテ、弁ゴテ、ハサミ、すり込み刷毛５号×３本、ピンセット

目打ち、白ボンド、脱脂綿、玉子パック（染料用）

弁ゴテ、ボールモデラ、すり込み平刷毛５号×３本、ハサミ、目打ち

ピンセット、ペンチ、白ボンド、脱脂綿、玉子パック（染料用）

カッターナイフ、替刃（オルファ特選黒刃）、革包丁、のリ用筆、ウエス

鉛筆コンパス（ボールペン使用）、全円分度器（Ф12～18ｃｍ）、筆記用具

ペーパーヤスリ＃１５０・＃４００、耐水ペーパー＃８００・＃１５００

※全円分度器がご用意出来ない方は10月21日までに、ご連絡ください。

　　Ф15ｃｍで1000円前後でご用意いたします。

※２回目以降クランプ（万力）３個が必要になります。

講習会当日 アルファエルでのお買い物は２０％OFF

２０１６ エル秋季講習会　持参品

受講料　　　　６,０００
材料費　　　　４,０００
消費税　　　 　  ８００
合　 計   ￥１０,８００

受講料　　　　６,０００
材料費　　　　４,０００
消費税　　　 　  ８００
合　 計   ￥１０,８００
※籠付き　

受講料　　　６,０００

材料費　　　６,５００

消費税　　　 １,０００

合　 計  ￥１３,５００

受講料　　２６,０００

材料費　　　３,０００

消費税　　　 ２,３２０

合　 計  ￥３１,３２０

受講料　　　　６,５００
材料費　　　　９,８００
消費税　　　  １,３０４
合　 計   ￥１７,６０４

受講料　　　　６,０００
材料費　　　２２,０００
消費税　　　  ２,２４０
合　 計   ￥３０,２４０

受講料　　　１４,０００
材料費　　　　９,７００
消費税　　　　１,８９６
合　 計   ￥２５,５９６

受講料　　　１２,０００
材料費　　　１２,０００
消費税　　　  １,９２０
合　 計   ￥２５,９２０
※額付　

受講料　　　　 　６,０００
材料費（※注）　２,８００
消費税　　　  　　  ７０４
合　 計   　　 ￥９,５０４
※注　右記参照
※テキスト本付

受講申し込みのご案内

エル皮革工芸研究所

〒111-0054　東京都台東区鳥越２－１０－８
　TEL　03-3866-3221　　FAX　03-3866-3226
　Email : leather-craft@kyoshin-elle.co.jp

※追加のセットを御希望の方はお申し込みの際申し付け下さい。
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PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜
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PM4：00
〜
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PM4：00
〜
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〜

AM10：00
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〜

AM10：00

PM4：00
〜

 秋葉原  両国
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地下鉄
(都営浅草線)
浅草橋駅

地下鉄
（都営浅草線）
蔵前駅Ａ０出口

○
行
銀
木
栃

蔵前橋通り

草
浅

〇ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

蔵前交差点

ＪＲ 浅草橋駅

㈱協進エル

アルファエル

鳥越神社

★交通　
　ＪＲ浅草橋駅　西口より徒歩１０分
　都営浅草線 蔵前駅 Ａ３出口より徒歩８分

西口 東口

※
 

浅
草
橋
駅
西
口
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。


