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⑨ １１/２７（火）　
今さら誰にも聞けない

「革漉き機講座」
講師：谷　秀一

　① １０/２６（金）　
　フィギュアカービング

「ふくろうのメガネスタンド」
　講師：佐藤　健

エル皮革工芸研究所

●シェリダンスタイル模様の流れと、ボーダーリ
ボンの作り方の講習です。外周にリボンを彫るこ
とで、なかの花模様がより引き立ちます。

② １０/２９（月） 
「クラシカル
　カメリアブローチ

2018 エル秋季講習会

⑧ １１/２１（水）  革倶楽部 

「レトロシック」
講師：髙間 由美子

⑦ １１/１４（水） ＆ １２/５（水）　　
　シェリダンスタイルカービング

　「ボーダーリボン」
　　講師：岡田 明子

⑤ １１／７（水）
 エル企画室

「メリーゴーランド」
講師：近藤 祐見子

＜22×34×15＞

●エルヌメ革に、ス
タンピング、パンチ
ング、ヒネリ、カッテ
ィング等で模様を施
して造形します。
革の可塑性という特
徴を生かした作品
です。

※宿題があります。
お申込みはお早目に

⑥ １１/１２（月） 又は １３（火）　
革造形　講師：元家 三彩子

●メリーゴーランドをイメージした六角
形のBOXを作ります。革細工の楽しさ
を体験して下さい。当日は染色と組み
立てになります。図案の部分は宿題に
なりますが、初心者の方はお手伝いし
ますので、ご相談ください。

●小さいながらも
重厚感のある作
品です。
以前大好評を受
けてのアンコー
ル講習です。
※初心者歓迎！

●イタリア直輸入の
ヌメ革「トスカーナ」を
使用して、口金使い
のあおりバッグを
ミシン縫いします。
　ヌメ革独特の、使　
　　い込む程にあじ　
　　　わいの出る経　
　　　年変化を楽し　
　　　 めます。

●スェーベルナイフと刻印を駆使して
革にふくろうを描きます。カービングが
主体の講習になります。仕立ては時間
の都合上、説明のみとなります。

★１０月１８日（木）～２４（水）
ギャラリー自由が丘にて、佐藤 健作品展
 「革の世界」が開催されます。
詳しくは http://www.gallary-jiyugaoka.com

④ １０/３１（水）  ミシン縫い

「Ｆｉｏｒｉｎａ」
　　　　フィオリナ

　講師：谷　秀一

＜15×11×7.5＞

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。　

●夏季講習での大反響を
受け、 秋にも追加日程を
とりました。
夏受講された方から眠って
いた漉き機が使えるように
なったという嬉しい報告も頂
いています。 
是非この機会に、 聞きたく
ても聞けなかった疑問を解
消して下さい。

※ 一部ミシンを使います。

＊ 日程と、Ⓐ・Ⓑどちらか選んでお申込み下さい。
＊ 両日参加歓迎します。
＊ Ⓐは宿題があります。 お早目にお申込み下さい。
＊ 初心者の方宿題のお手伝いします。 お問合せ下さい。

●牛純白革を染色
して作ります。
永く愛されている
カメリアブローチ。
上品な雰囲気を
感じさせてくれます。
色はお好みの色に
染められます。

●エルクスキン（大鹿）を使ったバッグ。
本体をタックとギャザーで ＝ふっくら＝ と、
懐かしさを感じる手提げバッグを手縫いで
作ります。鹿革の温もりを感じて下さい。

＜A4判 額付＞

２日講習

＜27×13×11＞

③ １０/３０（火） 
Xmasオーナメント

「マグノリア」

●牛純白革を染色してクリスマスの
オーナメントをアレンジします。
テーブルフラワーとして、壁掛けとし
て、楽しく飾って平成最後のXmasを
楽しみましょう！

＜6.5×7.5×5＞

＜24×30×10＞

Ⓐ「梅の花入」

Ⓑ「かぶと」

＜12×16×18＞

本体＜20×29×13＞

＜13.5×16.5×14.5＞



※ 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。

② １０/２９（月）
　レザーフラワーアート

「クラシカル・カメリアブローチ」
　講師：吉田 春恵　

③ １０/３０（火）
　レザーフラワーアート

Xmasオーナメント「マグノリア」
　講師：吉田 春恵　

⑥ １１/１２（月） 又は １３（火）
 革造形

Ⓐ「梅の花入」　
Ⓑ「かぶと」
　講師：元家 三彩子

⑧ １１/２１（水） 
 革倶楽部

「レトロシック」
　講師：髙間 由美子

④ １０/３１（水）
 ミシン仕立て

「Fiorina（フィオリナ）」
　講師：谷　秀一

⑦ １１/１４（水）＆１２/５（水）
 シェリダンスタイルカービング

 「ボーダーリボン」
　講師：岡田 明子

⑤ １１/７（水） 
　エル企画室

「メリーゴーランド」
　講師：近藤 祐見子

⑨ １１/２７（火）
　いまさら誰にも聞けない 

「革漉き機講座」
　講師：谷　秀一

① １０/２６（金）
　フィギュアカービング　

「ふくろうのメガネスタンド」
　講師：佐藤　健

トレースは宿題になります。

受講お申込みの方に、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。

筆記用具をご持参下さい。写真、動画撮影可能です。

Ⓐレース針、水刷毛２本、彩色筆１本、ゴム手袋、のりベラ、カシメ打ち（極小）

打ち台、革包丁 又は NTカッター、はさみ

※ 刻印・シェイプパンチ等は宿題と一緒にお知らせします。　

Ⓑ シェイプパンチ【三角・大、ひし・形大、三日月・大、サザンクロス・大】　

ハトメ抜き１０号、玉カシメ打ち（小・中）、革包丁、はさみ

水刷毛２本（１本は硬化剤用）、彩色筆１本、ゴム手袋、のりベラ

革包丁、NTカッター、のりベラ、目打ち、銀ペン、糸切りハサミ、ローラー

クラフトハサミ（先の尖ったもの）、定規（方眼のもの推奨）、手縫い用針２本

ボールペン、使い捨てライター（糸処理用）、口金入れペンチ式（お持ちの方）

革包丁、NTカッター、はさみ、のりベラ、目打ち、ローラー、白ボンド、定規

手縫い針（丸針）、手縫い糸（太）、ハトメ抜き（15・12・10・8・6・5・3）号

指サック 又は ゴム手袋、アクリル用筆（細）、ホック打ち（小）、ウエス、綿棒

※カービングは宿題になります。　お手持ちの刻印をご使用ください。

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、トコノール

カッター、ハトメ抜き２号、紙ヤスリ（１５０・３００）、ウエス、定規、銀ペン

クリップ、クリアファイル

すり込み平刷毛５号×５本、玉ゴテ、筋ゴテ、ピンセット、はさみ、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×３本、玉ゴテ、筋ゴテ、ピンセット、はさみ、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）

トレーシングペーパー、鉄筆（先の細い物）、トレスモデラ、フィギュア用モデラ

スーベルナイフ（レギュラー刃・角度付刃）※薄刃でない物、ヘアブレイド・細

刻印【A９８・９９、B９３５・２００、F８９０・８９５・９４１・９３４・９２５・９３３・８９８

F９０１、U８５１、S９３２、R００１、リフターの小さいい物（持っている方）】

カービングシート（伸び止め）　※モデラは使い慣れたもので可

講習会当日 アルファエルでのお買い物は２０％OFF

２０１8 エル秋季講習会　持参品

受講料　　　　６,０００
材料費　　　１１,０００
消費税　　　  １,３６０
合　 計   ￥１８,３６０

受講料、教材費

消費税込

￥７,５６０

受講料　　 ６,０００
材料費　　 　５,５００
消費税　　　 　９２０
合　 計  ￥１２,４２０

受講料　
￥７,０２０（税込）
材料費　　　　
 Ⓐ￥１２,６３６（税込）
 Ⓑ￥５,９４０（税込）

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

受講料　　　 １２,０００
材料費　　　 　７,５００
消費税　　   　１,５６０
合　 計    ￥２１,０６０
※額付

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　　　２３,０００
消費税　 　 　２,３２０
合　 計   ￥３１,３２０

受講料　　　　３,０００
材料費　　　　７,２００
消費税　 　 　　８１６　
合　 計   ￥１１,０１６

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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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
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口
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が
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置
さ
れ
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日程 時間 受講料・材料費 当日の持参品　※筆記用具、エプロン、昼食お持ちください。


