
2016年クラフト学園夏期講習会

クラフト学園恒例の夏期講習会。今年もレザークラフトの楽しさを味わう
とともに、技術と知識が身に付くようなプログラムを用意しました。講師
のテクニックを間近で見て聞いて、更なるレベルアップを目指して下さい。
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メガネ・ペンスタンド
「猫の手を借るワークブーツ」

講師：藤田一貴

つり込み技法と型出しで作るペンスタンド

ひょっこり顔を出した猫に思わず見とれてしまうペンスタ
ンドです。ブーツは製靴のつりこみ技法で製作し、猫の顔は
型出しや詰めもの、ペイントを施して表情を作っていきます。

ペンケース
講師：小屋敷清一

柔らかい山羊革と木型でカッチリと作る

ボールペンが3 ～ 4本入るペンケースです。芯
材や裏革を組み合わせ、簡易的な木型を使っ
て丁寧に作られるため、ソフトな革の質感を
活かしながらも型くずれしないしっかりとし
た仕上がりとなります。

札入れサイズのカービング
講師：小屋敷清一

この夏、シェリダンスタイル風カービングで
レベルアップ

二つ折りのウォレットやペントレイに使える中級
者向けの図案です。シェリダンスタイル風のカー
ビングを習得したら、用途に合わせてスタンピン
グを施し、自分だけのアイテムに仕立てましょう。

革の筆箱
講師：青木幸夫

所有感を満たす贅沢なオールレザーの筆箱

表裏とも共革で作る筆箱です。芯材を入れてし
っかりと成形し、蓋にはマグネットを 4 ヶ所取
り付けることでフルオープンタイプとなります。
電気ペンを使って好きな絵柄を描き、ワンポイ
ントの飾りも作ります。

コインウォレット
講師：大竹正博

センターに施された立体感ある
フラワーがポイント

カードも入る手のひらサイズのラウンドファスナー
小銭入れです。本体両面にSK刻印でカービングを施
し、センターのフラワーはレザーパウダーを使って
立体的に仕上げます。仕立て手順の資料が付きます。

フリンジ付ショルダーバッグ
講師：上野鮎美

カービングとフリンジでオリジナリティを表現

前面に施されたカービングがアクセントとなるショル
ダーバッグです。本体はシボ入りのクロム鞣し革「スタ
ートⅡ」を使用してミシンで仕立てます。シンプルな
本体デザインには共革で作るフリンジが栄えます。
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￥28,360（講習費￥12,960 + 教材費￥15,400）　size：11.8×7.5×14㎝

￥9,480（講習費￥6,480+教材費￥3,000）　size：17×5×3㎝

￥10,380（講習費￥6,480+教材費￥3,900）　size：24×12㎝
￥11,080（講習費￥6,480+教材費￥4,600）　size：7×16×3㎝

￥17,910（講習費￥12,960+教材費￥4,950）　size：9.5×13×3㎝

￥21,560（講習費￥12,960＋教材費¥8,600）　size：22×26×9㎝

※全2回の講習となります。※教材に付属する3種（猫の頭、背、靴）の樹脂型は何度
でも使えます。※ブーツの色は参考です。実際の講習では異なる色合いになります。

※当日はカービングのみの講習となります。染色や仕立て方については説明のみとなりますのでご了承下さい
飾りの絵柄は自由に描けます

マチ付き札入れ ペントレイ

製作見本

※全2回の講習となります。

※全2回の講習となります。

・価格は全て消費税が含まれます　・定員になり次第お申し込みは締め切りとさせていただきます　・持参品など詳細はWebでもご確認いただけます　http://www.craft-gakuen.net
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お申し込み方法
・電話にて余席の有無をお確かめの上7月8日（金）までにご予約、お申し込みください。
・ご予約は先着順とさせて頂きます。
・申込書に受講料・教材費を添えて、店頭にてお申し込みください。
・現金書留もしくは銀行振込もご利用いただけます。（現金書留もしくは銀行振込の場合は、入金

確認後にハガキで仮受領書を発送させて頂きます。当日、本受領書を発行させて頂きます。）
・講習会直前でのキャンセルは、費用をお返しできませんのでご了承ください。

お申し込み・問い合わせ先
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-16-21
クラフト学園学園講習会係
TEL：03-3393-5599　FAX：03-3393-2228 
www.craft-gakuen.net
詳しい講座内容や教室見学など、お気軽にお問い合わせください

振込先
三井住友銀行　荻窪支店　
株式会社クラフト社 店番362
普通預金0271629
振込手数料はお客様負担でお願いいたします

2016年クラフト学園
夏期講習会講座一覧

2016年クラフト学園夏期講習会  申込書

03-3393-5599 電話予約の上
お申込下さい まで

クラス 日時 内容作品・使用革・講師・サイズ
講習＋材料
小計（税込） 持参品

・席に限りがございます。定員になり次第締め切りとさせていただいております。
・進行状況により終了時間が前後することがあります。途中一時間の昼休憩有り。
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1回目 7/20（水）
2回目 8/24（水）
10：00 ～ 16：00
※全2回講習

1回目 7/25（月）
2回目 7/26（火）
10：00 ～ 16：00
※全2回講習

1回目 7/28（木）
2回目 7/29（金）
10：00 ～ 16：00
※全2回講習

8/3（水）
10：00 ～ 16：00

7/27（水）
10：00 ～ 16：00

8/1（月）
10：00 ～ 16：00

メガネ・ペンスタンド
「猫の手を借るワークブーツ」

ゴート

藤田一貴（クラム）

http://www.shop-cram.com

11.8×7.5×14cm

フリンジ付ショルダーバッグ

スタートⅡ×ツーリングレザー

上野鮎美（クラフト学園）

22×26×9㎝

ペンケース

カプリーシャ ×渋豚床革×
スタートⅡ

小屋敷清一（クラフト学園）

17×5×3㎝

コインウォレット

サドルレザー ×ツーリングレザー

大竹正博（Soul Leather）

http://soul-leather.com

9.5×13×3㎝

札入れサイズのカービング

ツーリングレザー ×アメ豚

小屋敷清一（クラフト学園）

24×12㎝

革の筆箱

ヴォーノアニリン×サドルレザー

青木幸夫（クラフト学園）

7×16×3㎝

講座 受講クラスに◯をつけてください

合計金額　￥
氏名

住所　〒　　　　　-

電話

A・B・C・D・E・F 計　　　　クラス

ひょっこり顔を出した猫に思わず
見とれてしまうペンスタンドです。
ブーツは製靴のつりこみ技法で製
作し、猫の顔は型出しや詰めもの、
ペイントを施して表情を作ってい
きます。メガネ入れとしても重宝
します。

カードも入る手のひらサイズのラ
ウンドファスナー小銭入れです。
本体両面に SK刻印でカービング
を施し、センターのフラワーはレ
ザーパウダーを使って立体的に仕
上げます。仕立て手順の資料が付
きます。

表裏とも共革で作る筆箱です。芯
材を入れてしっかりと成形し、蓋
にはマグネットを 4 ヶ所取り付け
ることでフルオープンタイプとな
ります。電気ペンを使って好きな
絵柄を描き、ワンポイントの飾り
も作ります。

前面に施されたカービングがアク
セントとなるショルダーバッグで
す。本体はシボ入りのクロム鞣し
革「スタートⅡ」を使用してミシン
で仕立てます。シンプルな本体デ
ザインには共革で作るフリンジが
栄えます。

ボールペンが 3本入るペンケース
です。芯材や裏革を組み合わせ、簡
易的な木型を使って丁寧に作られ
るため、ソフトな革の質感を活か
しながらも型くずれしないしっか
りとした仕上がりとなります。

ヤットコ（デザインペンチ）、ディバイダー、菱ギリ（細）、ヒシ
目打1.5㎜巾（2本、4本）、エスコード細（ベージュ）、中（ナチュ
ラル）、手縫いワックス、手縫針（丸針・細）、ヘリ落とし No.1、
革包丁、ガラス板、面相筆（小）、水刷毛、ダイアボンド、NTド
レッサー、フィギュア用モデラまたはモデリングツール28162
－02ポインテッドスプーン、☆端布(ウエス）

革包丁または別たち、革切りハサミ、サンドスティック、ジラ
コヘラ、ローラー、ヘリ落としNo.1、コバ磨き帆布、ガラス板、
ディバイダー、丸ギリ、銀ペン、バックル用穴開け 5号、ハト
メ抜き 2号、8号、10号、スリーダイン、☆端布(ウエス）、ト
レスフィルム、両面鉄筆、SSスーベルカッター
刻印→SKA101-5、SKA101-3、SKB701-2、SKB702-2、SKB050、
SKB061、SKB936-2、SKP368、SKP369、SKP861、SKV707、SKV708、
F898、F899、SKU853、U858、N303、SKC431

丸ギリ、菱ギリ（細）、ジラコヘラ20㎜、銀ペン、コバ塗りステ
ィック、ネジ念、モデラ（フラット&スプーン）、ヒシ目打1.5㎜
巾（2本、4本）、手縫針（丸針・細）、手縫いワックス、サンドス
ティック、ウッドスリッカー桜丸、ガラス板、ローラー、☆端
布(ウエス、古タオル）、細字ボールペン 
※糸は教材セットに含まれています

革切りハサミ、革包丁、サンドスティック、ジラコヘラ、ガラス板、ヘ
ラ付ヘリみがき、コバ磨き帆布、クラフトレース針3mm、目打3mm巾

（1本、2本、3本）、レースギリ、手縫針（丸針・細）、ヒシ目打2㎜巾（2
本、4本）、菱ギリ（細）、丸ギリ、ヘリ落としNo.2、ディバイダー、トレ
スモデラ（鉄筆＆スプーン）、エスコード中（ナチュラル）、手縫いワック
ス、ボールペン、☆端布(ウエス）、歯ブラシ、トレスフィルム、両面鉄
筆、のびどめシート、プロ用スーベルナイフS（替え刃H）
刻印→SKA101-3，SKA101-5、SKA101-7、SKB701、SKB701-2，SKB050、
SKB060、SKB936-2、SKC431、SKP368、SKP369、SKU853、SKU857、
SKS705、SKV707

丸ギリ、菱ギリ（細）、エスコード中（ベージュ）、手縫いワック
ス、モデラ（フラット&スプーン）、革切りハサミ、革包丁、ネ
ジ捻またはディバイダー、ヒシ目打1.5㎜巾または2mm巾（2本、
4本）へりおとし No.1、サンドスティック、グルーバー L、ウ
ッドスリッカー桜丸、ジラコヘラ、両面鉄筆、トレスフィルム、
彩色筆（小）、面相筆（中）、ガラス板、曲尺、☆端布(ウエス）

トレスフィルム、両面鉄筆、ネジ念、モデラ（フラット&スプ
ーン）、プロ用スーベルナイフS（セラミック替え刃細を付けた
物）またはSSスーベルカッター、面相筆（中）、アクリル用彩色
筆（小）、☆端布(ウエス）
刻印→A98、B701細、SKB701-2，SKB702-2，SKB050，SKB936-
2，SKB892，B60,B61、SKC431、SKC940、E386、N363、SKP368、
SKP369､ SKS705、S705、U853、U851、U848、U855、SKV463、
SKV707
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（各クラス共通持参品：筆記用具、エプロン、定規、☆マークは荻窪店で
販売しておりません。必ずご持参ください。）

二つ折りのウォレットやペントレ
イに使える中級者向けの図案です。
シェリダンスタイル風のカービン
グを習得したら、用途に合わせて
スタンピングを施し、自分だけの
アイテムに仕立てましょう。
※当日はカービングのみの講習となります。
染色や仕立て方については説明書と当日の
解説にて対応します。ご了承下さい

7
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