
サイズ＜縦×横×奥行き＞ｃｍ

⑦ ４/１６（月）　メルヘンカービング

ブローチ「さくら」
講師：田嶋 和子

●生皮をお好みの色に染めてアシンメト
リーのブローチと花のリングを作ります。
生皮の透け感に、純金箔とスワロフスキ
ービーズがマッチング。
春から初夏の太陽にキラリと光ります。

●カシメ止めだけで、あっという間に形になる
ポシェットです。

Ⓐ…模様部分が宿題になります。
Ⓑ…基本刻印で作る基本のカービングです。

●1～1.4㎜厚の床革
を85枚積み重ねて成
形し、磨きあげて作り
ます。積み革は、使う
工具も少なく、手軽に
始められ、作る程に奥
の深い技法です。
今回はドーナツ形の
床革をセットするので
積み革初めての方にも
おすすめです。

エル皮革工芸研究所

日程　
１回目　３/２３（金）　
２回目　４/２７（金）

日程　
Ⓐ　３/２７（火）　
Ⓑ　４/２（月）
※日程は応相談

●イタリアンベビーカーフに さくら
を繊細にカービングし、カメオ式の
ブローチに仕立てます。アメリカン
カービングとは一味違った独自の
カービング技法です。

●白革にトライ！
牛純白革で、箱マチのキュートなミニバッグを
手縫いで仕立てます。マチは駒合わせ縫い。
手縫いの基礎がしっかり身に付く講習です。

④ ４/９（月） 
「生皮のアクセサリー」
―アシンメトリーのブローチとリング―

① 積み革講座 初級
ＳＨＩＭＡレザーアート「一輪挿し」

  講師：島崎　清

2018 エル春季講習会

⑧ ４/２４（火）  
革倶楽部「Ｗｈｉｔｅ」
　　　　　　　　 ホ　ワ　イ　ト

講師：髙間 由美子

ブローチ＜8×7＞
リング＜フリーサイズ  花Ф2.5＞

⑨ ４/２５（水） ＆ ５/２３（水）　　
3Dモデリング「猫のスマホスタンド」
講師：藤田 一貴

＜13×22×7＞

＜18×10×8＞

② エル企画室

「ポシェッタ」
講師：近藤 祐見子

＜10×21×12＞

＜25×36×15＞

●ダブルファスナーで二つの口の間にもポケットが
付いた仕分けしやすいバッグです。
牛色革（ミンクル）を使用し、色は汚れの付きにくい
パール仕上げの特別仕様です。

⑥ ４/１３（金）　バッグ創作

「パーティションバッグ」
 講師：野村 三貴子  

＜23×31×8＞

●シンプルな
デザインのバッ
グを上質の革
を贅沢に使用
してミシン仕立
てします。

③ ３/２８（水）  ミシン縫い

「Ｖｉｏｌａ」
ビ　オ　ラ

講師：谷　秀一

※底のタックと口元のロープ
玉縁、飾りのタッセルの作り
方が講習のポイントです。

＜22×15＞
バラ＜Ф7＞

＜7×6＞

●バラとオルレアの花とシルバーリーフで春
から初夏を演出します。牛純白革を染めて、
花束にアレンジするので、プレゼントにも喜ば
れ、お手持ちの花器に飾ったり、テーブルフ
ラワーとしても、お部屋を華やかにします。

⑤ ４/１０（火） 
「バラとオルレア」

＜12×Ф5＞

●樹脂型を使って猫を立体モデリングし、
リアルにペイント。同一の革にカービングし
床革を造形して、スマホスタンドを作ります。

※ 繰り返し使える樹脂製立体トレス型付。

レザーフラワーアート
講師：吉田 春恵

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。　

２日講習

２日講習

Ⓐ

Ⓑ



※ 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。

④ ４/９（月）
　レザーフラワーアート

「生革のアクセサリー」
　講師：吉田 春恵　

⑤ ４/１０（火）
　レザーフラワーアート

「バラとオルレア」
　講師：吉田 春恵　

⑥ ４/１３（金）
 バッグ創作

「パーティションバッグ」
　講師：野村 三貴子

⑧ ４/２４（火） 
 革倶楽部

「Ｗｈｉｔｅ（ホワイト）」
　講師：髙間 由美子

③ ３/２８（水）
 ミシン仕立て

「Viola（ビオラ）」
　講師：谷　秀一

⑦ ４/１６（月）
 メルヘンカービング

 ブローチ「さくら」
　講師：田嶋 和子

② エル企画室「ポシェッタ」
　講師：近藤 祐見子

⑨ ４/２５（水） ＆ ５/２３（水）
　３Dモデリング 

「猫のスマホスタンド」
　講師：藤田 一貴

① 積み革講座 初級 全２回
　SHIMA レザーアート　

「一輪挿し」
　講師：島崎　清

トレーシングペーパー、スリム鉄筆、スェーベルナイフ

刻印［Ａ９８・９９、Ｂ９３６・１９８・７０１（細）・７０２（細）・６０・８９２、Ｓ６３５

　Ｐ２３３・２０６・２３６・２１３・３７０]　　のリベラ、ＮＴカッター、革包丁

※ベベラはＢＫ、ＥＭＳ、ＳＫ刻印をお持ちの方はご持参下さい。

カービングシート、両面スリム鉄筆、スェーベルナイフ（シェリダン用刃）

ディバイダー、フィギュア用モデラ、ガラス板、革包丁、コバ塗りスティック　

刻印［ＢＫ20-02（Ｂ60）、ＢＫ10-00・-01・-02、ＢＫ92-01、ＢＫ71-02、

　　ＢＫ72-02、ＢＫ81-00・-02] 　※刻印はＥＭＳ、ＳＫでも可　

コーンスリッカー、ゴムのりブラシ、のりベラ、面相筆小、刷り込み刷毛３号

ラッカー刷毛15㎜（硬化剤用）、エッジカッター№3（プロへり落とし№４）

ボールモデラ又は刻印Ｏ40・42、ラップ芯（Ф29㎜）、ウエス（綿布）

【Ⓐ・Ⓑ共通】　ハトメ抜き（８・１０）号、トコノール、のりベラ、ＮＴカッター

革包丁、目打ち、ガラス板、ウエス

Ⓐ…３連ハトメ抜き８号、レース針　※宿題分は、革と一緒にお送りします。

Ⓑ…スェーベルナイフ、トレーシングペーパー、鉄筆、刷り込み刷毛

刻印[Ａ104、Ｂ702・701、Ｐ206、Ｖ407・462、Ｃ431、Ｓ705、Ｕ710]

革包丁、NTカッター、のりベラ、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、NTカッター、のりベラ、目打ち、銀ペン、糸切りハサミ、クリップ

良く切れるハサミ、定規、モデラ、両面テープ（３ｍｍ巾）、ボールペン

革包丁、菱目打ち４㎜巾（２本目・４本目）、ネジ捻、菱ギリ細、丸ギリ

手縫い針３号２本、のりベラ、糸きりハサミ、糸引きロウ、ヤットコ、

トコノール、紙ヤスリ（150・500）、クリヤーファイル、ウエス、定規

すり込み平刷毛５号×５本、筋ゴテ、菊一筋コテ、ピンセット、ハサミ

目打ち、白ボンド、お手ふき（古タオル等）、脱脂綿少々

玉子パック（染料用）

すり込み平刷毛５号×５本、ピンセット、ハサミ、目打ち

クリアーボンド、お手ふき（古タオル等）、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、のり用筆(ナイロン毛)

ウエス、ペーパーヤスリ＃１５０・＃４００、耐水ペーパー＃８００・＃１５００

油性硬化剤　　※クランプ（万力）・板、お持ちの方　

講習会当日 アルファエルでのお買い物は２０％OFF

２０１8 エル春季講習会　持参品

受講料　　　　６,０００
材料費　　　1６,８００
消費税　　　  １,８２４
合　 計   ￥２４,６２４

受講料　　　　６,０００
材料費　　　２１,０００
消費税　　　  ２,１６０
合　 計   ￥２９,１６０

受講料　　 １２,０００

材料費　　 １１,０００

消費税　　　 １,８４０

合　 計  ￥２４,８４０

※樹脂型付き　

受講料　　 １２,０００

材料費　　 　６,５００

消費税　　　 １,４８０

合　 計  ￥１９,９８０

受講料　
￥３,２４０（税込）
材料費　　　　
 Ⓐ　￥９,１８０（税込）
 Ⓑ　￥１１,３４０（税込）

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

受講料　　　　７,０００
材料費　　　１８,０００
消費税　　　　２,０００
合　 計   ￥２７,０００

受講料　　　　 ６,０００
材料費　　　 　３,０００
消費税　　   　　 ７２０
合　 計    　￥９,７２０

受講料　　　　 ６,０００
材料費　　　 　３,５００
消費税　 　 　　  ７６０
合　 計    ￥１０,２６０

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。

AM10：00

PM4：00
〜

3/23（金）
4/27（金）

Ⓐ 3/27（火） スタンプ＆パンチング

Ⓑ 4/2（月）  カービング

AM9：30

PM4：30
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜

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 Ａ０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
。


