
１０／２７ （月）

　「鹿革のアクセサリー２点」
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＜24×15.5×5.5＞

＜21×28×4＞

Ⓑ 薔薇ブローチ

鹿革を好みの色に染め白ボンドのみで
エレガントな薔薇が簡単に作れます。

Ⓐ プリティーミンクブローチ

ミンクの毛皮にパールチェーンを配し
　カメオ風に仕立てます。 コートの下
　　でも型崩れせず、 揺れるミンク玉
　　　　がキュートさを演出。

●円形の部分にゴート革を、
マチには衣料革の柔らかい
牛革でタックをたっぷりとりま
した。

※円形部分の模
様は宿題になりま
すが御希望により
受講料別途で、
クラフト、 染色の
講習を行います。
ご希望される方は
合わせてお申込
み下さい。

日程　１０月２９日
AM１０:００～

３

●革をフリンジさせて羊のカール
した毛を表現しました。
お正月の干支の置物として、
又工具入れとして、 やさしい目
をした、 ひつじ職人があなたを
サポートしてくれます。

★ A ・ B どちらか選んでお申込み
下さい。 どちらも宿題がありますの

でお早目にお申込み下さい。 　

★ ご希望によりどちらかの単色でも承ります。

●光沢のあるブロンズ色
のしなやかな牛革です。
脇マチにタックをとり、 女
性らしくエレガントなデザイ
ンですが底マチは広く、
口は大きく開いて機能的
なバッグです。

●牛 ・ ヤンピー純白革を染め
て、 桜一枝とやぶこうじを作り、
コケ玉に盆栽仕立てします。
和テイスト代表の桜で、 お正
月の飾りにもぴったりです。

●新製品のイタリアン
ベビーカーフ革に読書
をする女性をカービン
グして、 鍵のかかる本
型の BOX に貼り込み
ます。 図案の周りと背
表紙にはレリーフ模様
を配します。１１／１４ （金） バッグ創作

　「スイングクラッチ」

　講師：野村 三貴子

１０／３０ （木） メルヘンカービング

　「シークレット Ｂｏｘ」

　講師：田嶋 和子

１１／１０ （月） 又は　１１ （火）
革造形　

講師：元家 三彩子

１１／１９ （水） ミシン仕立て

　「Ｂｏ-ｒａ（ボーラ）」

　講師：谷　秀一

＜10.5×19＞

１０／２８ （火）

　「桜盆栽 ＆ やぶこうじ」

―コケ玉付―

６

●講師の岡田氏は、 昨年スツールマンアワー
ドも受賞し、 台湾 ・ オーストラリア又本場アメリ
カでも講習会を開くなど海外でも高く評価され活
躍中です。
先生の特徴でもある全て違う花でデザインされ
た図案を１日目でカービング講習。 残った部分
は宿題になり、 ２日目で染色、 仕上げと ２日間
でシェリダンスタイルカービングの基礎を丁寧な
指導で、 じっくりと学べます。

レザーフラワーアート  講師：吉田 春恵

●スムースとシュリンク （フタ部分） の２種類
の牛革で、 ショルダー、 クラッチ、 手提げと
しても使えます。 ソフトタッチの革で身体に
フィットし、 これからの季節、 コートの中に下
げられ便利です。

＜Ф35×8＞

●金彩革と姫路の鞣し革で作られる文庫革を

模し豚革に彫や彩色を施した猪俣氏オリジナル

の革を組み合わせ、 厚床を削って作った土台

にちりばめてはめ込んで作ります。

柔らかみのある独特の立体感が魅力です。

エル皮革工芸研究所 サイズ＜縦 × 横 × 奥行き＞ｃｍ

２０1４　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

＜23×28×15＞

＜24×30＞

革工芸 （２日講習）

「革の立体象嵌」
講師：猪俣 伊治郎　

 １日目　　１１／５（水）

 ２日目　　１２／３（水）

シェリダンカービング （２日講習）

「ウェルカム ボード」
講師：岡田 明子

 １日目　　１０／３１ （金）
 ２日目　　１１／２８ （金）

★ 今回は、 土台作り、 貼り

込み、 及び、 文庫革部分の

染めの講習になります。 時間

の都合上、 金彩革は先生が

予め染めて金箔を施したもの

をご用意します。 ※写真はイメージです。 当日は＜3×8＞ｃｍ

程度の大きさの物を作ります。

Ａ  「2015 ひつじ （革職人）」 Ｂ　「サンフラワー」

＜29×13＞

Ⓐ＜9×6＞

Ⓑ＜Ф6.5＞
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＜24×32×11＞

●2012 夏講習の作品ですが、
アンコールにお応えして、 特別
にご用意しました。 使えば使うほ
ど手に馴染み艶がでて、 革の良
さをたっぷり味わえる作品です。
ネットの内袋はお仕立て済み。

★ひつじブローチキット★

来年の干支のブローチ。
丸牛レースでペンダントにも

￥７０２
（税込）

１１／２５ （火） エル企画室

　「アジアンバッグ」 講師：近藤 祐見子

＜12×25×12＞

９

＜9×7＞



※エプロン、筆記用具は必ずご用意下さい。

☆　ご予約はお電話又はFAXにて。

　　TEL　０３－３８６６－３２２１　　　FAX　０３－３８６６－３２２６

☆　受講料、材料費は振り込み又は現金書留にて、

　　㈱協進エル　皮革工芸研究所宛にお送り下さい。

　　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。

 ④１１/１０（月）又は １１（火）

　革造形

「2015 ひつじ（革職人）」

　講師：元家 三彩子　

⑥ １１/１９（水）
 ミシン仕立て

「 Bo-ra（ボーラ）」
　講師：谷　秀一

⑤ １１/１４（金）
 バッグ創作

「スイングクラッチ」
　講師：野村　三貴子

⑧ １０/３１（金）＆１１/２８（金」）
 シェリダンスタイルカービング

「ウェルカムボード」
　講師：岡田 明子

⑨ １１/５（水）＆１２/３（水）
　革工芸

「革の立体象嵌」
　講師：猪俣 伊知郎

① １０/２７（月） 
 レザーフラワーアート

「鹿革のアクセサリー２点」
　講師：吉田 春恵

② １０/２８（火）
 レザーフラワーアート

「桜盆栽＆やぶこうじ」
　講師：吉田 春恵

③ １０/３０（木）
 メルヘンカービング

「シークレット Box 」
　講師：田嶋　和子

⑦ １１/２５（火）
 エル企画室

「アジアンバッグ」
　講師：近藤 祐見子

三連ハトメ抜き７号、ハトメ抜き７号、レース針（３mm巾）、目打ち

ハサミ、のりベラ、NTカッター、糸きりハサミ、モデラ

使用刻印例（サンプルに使用した刻印です。）

【A１０２・８００、C４２８、F９９２・９３４、S６３２・６３３・７０５・８６４

T８７５、O２５・１３９、Y６５２】

革包丁、NTカッター、のりベラ、目打ち、銀ペン、ディバイダー
良く切れるハサミ、手縫い針、定規、モデラ、クリップ、糸きりハサミ鉛筆（B）
両面テープ（3mm巾）、ボールペン

スェーベルカッター、カシメ打ち（極小・小）、打ち台、革包丁又はＮＴカッター

ＮＴドレッサー、鉄筆、革ハサミ（良く切れるもの）、コンパス又はディバイダー

刻印【Ｂ702、F926H（クラフト）又はＢ961、Ｏ37，Ｒ001】　水刷毛２本

シェイプパンチ【ネコ目中・小、しずく中・小、カモメ小、三日月小】 

ハトメ抜き（2・8）号 25号又は楕円抜き、のりベラ、ゴム手袋、ウエス

革包丁、ＮＴカッター、目打ち、のりベラ、銀ペン、ローラー

クラフトハサミ、定規（方眼のもの推奨）、糸きりハサミ、ボールペン

使い捨てライター（糸処処理用）、手縫い針１本（５番の糸用）

モデラ、彩色筆（中）２～３本、のり用筆、白ボンド、ガラス板、ウエス、

トレーシングペーパー、鉛筆、ボールペン

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。）

トレースは宿題になります。ご入金を確認後、革と図案

使用刻印の詳しい資料をお送りします。

刷り込み平刷毛５号×５本 又は 綿棒でも代用できます。

手ふきん、脱脂綿少々、ハサミ、プライヤー（ペンチ）、目打ち

白ボンド、クリヤーボンド、玉子パック（染料用）

刷り込み平刷毛５号×５本 又は 綿棒でも代用できます。

一筋ゴテ、筋ゴテ、ハサミ、目打ち、白ボンド、手ふきん

脱脂綿少々、玉子パック（染料用）

スェーベルナイフ、モデラ、トレーシングペーパー、鉄筆、ＮＴカッター、目打ち

刻印【Ｂ１９８・７０１（細）・７０２（細）・８９２・６０、Ｐ２３３・７０３・２０６

Ｆ８９０・８９１・９０１】　　　シェイプパンチ【ハート（大・中・小）】　　のりベラ

講習会当日 アルファエルでのお買い物は２０％OFF

２０１４ エル秋季講習会　持参品

受講料　　　　７,０２０

材料費　Ａ　　７,０２０

　　　　　 Ｂ　１７,２８０

合計　A　￥１４,０４０

　　　　B　￥２４,３００

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
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 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
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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

※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。

※ 価格は税込表示になっています。

受講料　　　　６,４８０

材料費　　　１９,４４０

合　計　　￥２５,９２０

受講料　　　　６,４８０

材料費　　　　４,８６０

合　計　　￥１１,３４０

受講料　　　　６,４８０

材料費　　　　４,３２０

合　計　　￥１０,８００

受講料　　　　６,４８０

材料費　　　　８,１００

合　計　　￥１４,５８０

受講料　　　　３,２４０

材料費　　　１１,２３２

合　計　　￥１４,４７２

※クラフト講習をご希望
の方は受講料×２にな
ります。　　
　　　　　 

受講料　　　１２,９６０

材料費　　　　６,４８０

合　計　　￥１９,４４０

※額付

受講料　　　１２,９６０

材料費　　　　４,８６０

合　計　　￥１７,８２０

受講料　　　　６,４８０

材料費　　　１５,１２０

合　計　　￥２１,６００


