
⑦ １１/２８（火）　レザーCafe　

「シュリンクラムで作る」
　　　講師：近藤 祐見子  

サイズ＜縦×横×奥行き＞ｃｍ

⑥ １１/２２（水） ＆ １２/６（水）　　
フラワーカービングとお財布の仕立て方

「ビルフォード」
講師：岡田 明子

＜24×11×16＞

●牛純白革を染めて、ミンクの毛皮とパールを
あしらったブローチと、黒のリザード革の中央に
クリスタルペップとダイヤカットビーズがきらりと
光るブローチ２点を１日で作ります。
シンプルなセーターも、ちょっとゴージャスに！

●エルヌメ革で、
来年の干支（戌）
にちなんで、人気
犬種のコーギー犬
の小物入れを作り
ます。

●柔らかくて傷に
なりにくい、牛シュ
リンクソフト革を使
って、ファスナー
ポケット切り替え
のボディーバッグ
をミシン仕立てし
ます。

●牛純白革を染めて
椿とろう梅をアレンジ
します。玄関のおもて
なし花として、お正月
の飾りとしても、お部屋
を彩ってください。

エル皮革工芸研究所

●子羊の毛皮で、ベスト、ルームシューズ、
スリッパ、バッグ等、好きな物を作りましょう！
色も表・裏で違う色だったりと、豊富な色数の
中から、お好きな色が選べます。

④ １１/２０（月） レザーフラワーアート

「冬のカメリアブローチ２点」
講師：吉田 春恵

2017 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　東京都台東区鳥越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 １０/３０（月）  ミシン縫い

「ＧＩＬＬ（ジル）」
講師：谷　秀一

＜36×32×18＞

③ １１/１３（月） 又は １４（火） 

 革造形

「2018コーギー犬小物入れ」
講師：元家 三彩子

＜Ф7＞

ミンク＆パール

リザード黒

＜19×19×16＞

●１回目は４種類の違ったお花のカービング。
２回目は、カード入れ小銭入れの付いた二つ折
り財布の基本の手縫い仕立て講習です。

全長＜45＞
椿＜Ф7＞
ろう梅＜Ф2.5＞

※花器は付きません。

⑤ １１/２１（火） 
レザーフラワーアート

「茶花椿・ろう梅の生け込み」

　講師：吉田 春恵

＜40×30×8＞

●口が２段階に大きく開く、捨てマチ外縫い
バッグを、ミシン仕立てします。上品な色と形
で秋のシックな装いにピッタリです。

※宿題があります。
お早目にお申し込み
下さい。

① １０/２７（金）  
バッグ創作「アクエリアス」
講師：野村 三貴子

エル皮革工芸研究所　教室生徒募集中！
教室時間内いつでも見学できます。 お気軽にお問い合わせください。

カントリーカービング

講師：松山 芙美子

カービング＆手縫い　

　講師：大山 耕一郎

毎月１回　

（第４月曜日）　

１０:００～１６:００

月謝　　

月１回　￥７,５６０

革絵では、 同じ図
案でも打つ人によっ
てまったく違った風
景になるのが面白
いところです。
教室では、 生徒さ
んそれぞれの個性
を生かした作品作り
を目指しています。

毎月１回　

第１金曜コース

第３金曜コース　

１０:３０～１６:３０

月謝　￥６,８２５

カリキュラムにそって、 カービングの基本から徐々
に上級 （シェリダンスタイルカービング） へと進め
ていきます。 また製作には欠かせない刃物の研
ぎ方、 工具の使い方も指導します。

＜9×25.3＞



※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。

☆　ご予約はお電話又はFAXにて。

　　TEL　０３－３８６６－３２２１　　　FAX　０３－３８６６－３２２６

☆　受講料、材料費のお支払方法
　　　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。

③ １１/１３（月）又は １４（火）

　革造形  

「2018コーギー犬小物入れ」

　講師：元家 三彩子　

⑦ １１/２８（火）
　レザーカフェ

「シュリンクラムで作る」
 講師：近藤 祐見子

⑥ １１/２２（水）＆ １２/６（水）
 フラワーカービングと
　　　　　　　　お財布の仕立て方

「ビルフォード」
　講師：岡田　明子

④ １１/２０（月） 
 レザーフラワーアート

「冬のカメリアブローチ2点」
　　　講師：吉田 春恵

⑤ １１/２１（火）
 レザーフラワーアート

「茶花椿とろう梅」
　講師：吉田 春恵

① １０/２７（金）
 バッグ創作

「アクエリアス」
　講師：野村 三貴子

日程・講師 持参品　　　※エプロン、筆記用具は必ずお持ちください。時間 受講料

② １０/３０（月）
 ミシン縫い

「ＧＩＬＬ（ジル）」
　講師：谷　秀一

ハトメ抜き（３・８・１０）号、カシメ打ち棒（小・中）、玉カシ目打ち棒（中）

打ち台、水刷毛２本、のりベラ、スェーベルナイフ、ヘアーブレード荒

Fモデラ、革ハサミ、ウエス、ゴム手袋、彩色筆、革包丁又はカッター

刻印［Ｐ368、Ｓ932・208，Ｊ504、Ｂ702・702（細）、Ｆ916、O011又はK145

　G602又はSKJ565、F926H] ※F926Hはお取り寄せ可能です。　

楕円抜き小、鉄筆、プロ菱目打ち5㎜巾2本目、手縫い針　

革包丁、カッター、クラフトハサミ（先の尖ったもの）、定規、銀ペン

糸きりハサミ、クリップ５個、手縫い針３号、糸引きロウ

※スリッパ、室内履き等を作る方は下記もご用意ください。

プロ菱目打ち５㎜又は６㎜巾（４本目・２本目）、のりベラ

※シュリンクラムは、必要な分の革を当日選んでお買い求め頂きます。

室内履き・スリッパ・バッグ等は１枚、ベストは３～４枚必要です。

革包丁、NTカッター、のリベラ、目打ち、銀ペン、クリップ

良く切れるハサミ、手縫い針、定規、モデラ、糸きりハサミ

両面テープ（3mm巾）、ボールペン、鉛筆（B）

革包丁or NTカッター、のリベラ、目打ち、銀ペン、糸きりハサミ

クラフトハサミ（先の尖ったもの）、定規（方眼のもの推奨）、鉛筆（B）

ローラー、ボールペン、使い捨てライター（糸処理用）

トレースは宿題になります。

使用刻印はお申し込の方に詳しい資料をお送りします。

すり込み刷毛５号×７本、ボールモデラ、筋こて、ハサミ、白ボンド

ピンセット、目打ち、脱脂綿少々、玉子パック（染料用）

※材料費に花器は含まれていません。

すり込み平刷毛５号×３本、玉こて、弁こて、ハサミ、目打ち

ピンセット、白ボンド、クリヤーボンド、玉子パック（染料用）

脱脂綿少々、三角針１本 ※当日１本売りもご用意します。

講習会当日 アルファエルでのお買い物は２０％OFF

２０１７ エル秋季講習会　持参品

受講料　　　６,５００

材料費　　１８,０００

消費税　　　１,９６０

合　 計  ￥２６,４６０

受講料　　　６,０００

材料費　　２１,０００

消費税　　　２,１６０

合　 計 　￥２９,１６０

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　　　４,５００

消費税　　　　８４０

合　 計  ￥１１,３４０

受講料　　１２,０００

材料費　　　５,０００

消費税　　　１,３６０

合　 計  ￥１８,３６０

受講料　　　６,５００

材料費　　　９,５００

消費税　　　１,２８０

合　 計  ￥１７,２８０

参加費　　￥５４０

材料費　　　実費

※シュリンクラム

１枚　約￥4,000程度

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

※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
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM9：30

PM5：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜

AM10：00

PM4：00
〜
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蔵前橋通り
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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

◆教室案内◆
協進エルでは常設の教室でも随時生徒募集中です。

興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

●革倶楽部

講師：髙間由美子

第１・３火曜日

●カントリーカービング

講師：松山 芙美子

第４月曜日

●メルヘンカービング

講師：田嶋 和子

第１木曜コース
第３木曜コース

●バッグ創作

講師：野村 三貴子

第２・４木曜日

●カービング＆手縫い

講師：大山 耕一郎

第１金曜コース
第３金曜コース


