
⑤ ４/５（水）　エル企画室

「うずまきボール」
　　　講師：近藤 祐見子  

サイズ＜縦×横×奥行き＞ｃｍ

④ ３/３０（木）　　
メルヘンカービング「イーグル」
講師：田嶋 和子

＜22×33×9.5＞

革＜Ａ４サイズ＞

●従来の技法ではダイナミックな彫のイメージ
の鷲を、よりリアルに羽根１本１本まで繊細に表
現します。時間の都合上１日で仕上げるのは難
しいですが、今回、ご希望により通常教室1日
参加可能です。
※月謝別途（￥7,020）　日程 ４月２０日（木）

●エルク（鹿）純白革で、初めの一歩の靴を
モカシン縫いで作ります。鹿革の柔らかさが
赤ちゃんの足を優しく包みます。
※室内履きになります。

●クロコの型押し革と、人気のヌメのュリンク革
（テキーラシュリンク）を使い、ポケットいっぱいの
使い勝手の良いバッグをミシン仕立てします。
手紐はソフトカマボコ芯入りでふっくら仕立。

●床革をうずまき状に貼り合わせて、小物入れ
を作ります。コバには、速乾でひび割れしない
イタリア製コバ専用塗料エッジペイントを使用。
色はレッド、グリーン２色ご用意します。
※当日は１個のみの製作になります。

●１日のミシン縫い講習で玉縁縫い、隠しマグネ
ットの付け方等学べます。
口元からのぞくオレンジと、シルエットの曲線が、
貴方のセンスをワンランクアップ！

※当日は金具等、
デザインが多少変
更になります。

●１本仕立のネックレ
スはお好みの長さに
アレンジでき、装いに
合わせて楽しめます。
イヤリングは耳に優し
い樹脂仕様、ピアスに
変更も可能です。
豚生革をお好みの色
に染めて作ります。

●床革を何層にも貼り合わせて、成形する積み
革技法、根気のいる仕事ですが出来上がった
時の達成感はひとしおです。是非一度味わって
下さい。 ※デザイン、サイズは変更可能です。

●カービングの図案はペタル
のみ（写真）とフラワー入りの２種類
ご用意します。１回目でカービングを、２回目３回
目は手縫いでダレスバッグの製作の講習になり
ます。※受講人数により、仕立てのみの２回講習
も受講可能です。 ※詳細は裏面記載　

エル皮革工芸研究所

日程　
４/２８（金）　
５/２６（金）

日程
４/１９（水）　
５/１７（水）
６/１４（水）

●牛純白革と豚純白革を染めて、ブーゲンビ
リア、プリムラ、ミモザを作り、可愛い白い自転
車に花束をデザインします。
リビングに初夏のそよ風をお届けします。

⑥ ４/１０（月） レザーフラワーアート

「透ける革のアクセサリー」
ラリエット＆イヤリング

講師：吉田 春恵

⑨ 積み革講座 初級
ＳＨＩＭＡレザーアート

「フォトフレーム」

  講師：島崎　清

2017 エル春季講習会
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 ３/２４（金）  バッグ創作

「ツーウェイバッグ」
講師：野村 三貴子

③ ３/２９（水）  ミシン縫い

「Ａｂｂｉｅ」
（アビー）
講師：谷　秀一

ラリエット
全長＜100＞花＜Ф3～1.5＞
イヤリング 花＜Ф1＞

⑧ 手縫い鞄講座　全３回　　
「シェリダンカービングのダレスバッグ」

　　　　　　　　　講師：藤田 一貴

＜23×35×11＞

＜13×16×1.5＞

② ３/２８（火）  革倶楽部

「ファーストシューズ」
講師：髙間 由美子

＜12ｃｍ＞

＜20×Ф16.5＞

＜19×19×16＞

＜20×30×8＞

⑦ ４/１１（火） レザーフラワーアート

「フラワーサイクリング」
講師：吉田 春恵



※ 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。

⑥ ４/１０（月）
　レザーフラワーアート

「透ける革のアクセサリー」
　ラリエット＆イヤリング

　講師：吉田 春恵　

⑦ ４/１１（火）
　レザーフラワーアート

「フラワーサイクリング」
　講師：吉田 春恵　

① ３/２４（金）
 バッグ創作

「ツーウェイバッグ」
　講師：野村 三貴子

② ３/２８（火） 
 革倶楽部

「ファーストシューズ」
　講師：髙間 由美子

③ ３/２９（水）
 ミシン仕立て

「Ａｂｂｉｅ（アビー）」
　講師：谷　秀一

④ ３/３０（木）
 メルヘンカービング

「イーグル」
　講師：田嶋 和子

⑤ ４/５（水）
 エル企画室

「うずまきボール」
　講師：近藤 祐見子

⑧ 手縫い鞄講座　全３回
「シェリダンカービングのダレスバッグ」

　講師：藤田 一貴

⑨ 積み革講座 初級 全２回

　SHIMA レザーアート　「フォトフレーム」
　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（シェリダン用刃）

刻印［Ａ９８・９９、Ｂ９３６・１９８・７０１（細）・７０２（細）・６０・８９２、Ｆ９０１

Ｐ２３３・７０３・３７０、Ｕ８５８・７１０・８５７、ＢＫ５１-０１oｒ ＥＭＳ６１２５１-０１]　

※ベベラ、ミュールフィート刻印はＢＫ刻印等お持ちの方はご持参下さい。

鉄筆、革包丁（良く砥いで切れる状態にしてお持ちください。）

のり用筆、白ボンド、ガラス板、トコノール、ローラーペン又は綿棒、ウエス

ハトメ抜き１５号、のりベラ、スェーベルナイフ、トレーシングペーパー

※サンプル使用刻印[Ｆ９９０，Ａ１００，Ｏ９１・２０、Ｔ８７５、Ｓ７０５、]

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

良く切れるハサミ、ディバイダー、定規、モデラ、クリップ、鉛筆（Ｂ）

両面テープ（３ｍｍ巾）、ガラス板、グル―２１（速乾のり）、ボールペン

ハトメ抜き（３・１０）号、手縫い針３号（細）２本、糸引きロウ

ハサミ、革包丁、糸きりハサミ、丸ギリ、のりベラ、銀ペン

クリップ５個、紙ヤスリ（＃１００）

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。

※ 受講人数により、２回目、３回目の仕立てのみの受講も可能です。

　　受講料￥１２,０００（+税）　材料費￥２５,０００（+税）

＊材料にカービングの資料は付きません。 ＊３回受講者優先になります。

筋ゴテ、すり込み平刷毛４号×５本、ピンセット、面相筆、目打ち

白ボンド、お手ふき（古タオル等）、脱脂綿、玉子パック（染料用）

刷毛３本（綿棒でも可）、ハサミ、ピンセット、ペンチ、

クリヤーボンド、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

ペーパーヤスリ＃１５０・＃４００、耐水ペーパー＃８００・＃１５００

クランプ（万力）４個　口が８ｃｍ以上開くもの

※希望者はこちらでご用意することも出来ます。ご相談下さい。

１個３００円程度

講習会当日 アルファエルでのお買い物は２０％OFF

２０１７ エル春季講習会　持参品

受講料　　　　６,０００
材料費　　　　６,５００
消費税　　　  １,０００
合　 計   ￥１３,５００

受講料　　　　６,０００
材料費　　　１８,０００
消費税　　　  １,９２０
合　 計   ￥２５,９２０

受講料　　 １８,０００

材料費　　 ２７,０００

消費税　　　 ３,６００

合　 計  ￥４８,６００

受講料　　 １２,０００

材料費　　 　３,５００

消費税　　　 １,２４０

合　 計  ￥１６,７４０

受講料　　　　３,０００
材料費　　　　４,０００
消費税　　　  　 ５６０
合　 計   　￥７,５６０

受講料　　　　６,０００
材料費　　　　３,３００
消費税　　　  　 ７４４
合　 計   ￥１０,０４４

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　　　 　４,５００
消費税　　   　　 ８４０
合　 計    ￥１１,３４０
※白い自転車付き

受講料　　　　 ６,０００
材料費　　　 　４,５００
消費税　 　 　　  ８４０
合　 計    ￥１１,３４０

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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〜
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〜
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地下鉄
(都営浅草線)
浅草橋駅
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蔵前駅Ａ０出口

○
行
銀
木
栃

蔵前橋通り

草
浅
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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

※
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１回目　４/１９（水）　２回目　５/１７（水）
３回目　６/１４（水）　ＡＭ10：00～ＰＭ4：00

１回目　４/２８（金）　２回目　５/２６（金）
ＡＭ10：00～ＰＭ4：00


