
2017年クラフト学園夏期講習会

年に一度、様々なアイテムの仕立て方や技法が学べるクラフト学園の夏期講習会。今
年は新たな講師陣を迎え、更なるレベルアップを望む方に向けた6クラスをご用意い
たしました。仕立てやカービングなど、普段では学ぶことができない特別な授業をお
楽しみ下さい。
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ウェルカムボード
講師：岡田明子
多彩なデザインのフラワーで構成さ
れたウェルカムボード。繊細な線と流
れが特徴のシェリダンスタイルカー
ビングを、本場で活躍されている岡田
先生に習うチャンスです。
※額縁は教材に含まれません。

Your Job?
講師：藤田一貴
犬と猫の微笑ましいシーンをフィギ
ュアカービングし、WA染料1色だけ
で彩色、革額を造形します。藤田先生
の図案の中でも 1、2の人気を誇る犬
と猫を同時に習うことができるまた
と無いチャンスです。
※教材には額も含まれます。

メモ帳カバー
講師：大竹正博
ペンホルダー付きのコンパクトなメ
モ帳カバー。レザーパウダーを詰めて
立体的に成形する、フラワー部分のリ
フトアップ技法が特徴です。フラップ
の内側には名刺サイズのポケットが
付きます。
※説明テキスト付き。メモ帳は教材に含まれません

革包丁のソフトケースと
刃先カバー
講師：小屋敷清一
色牛革で仕立てる包丁ケースと刃先
カバーのセットです。ケースはヘリ返
しと玉縁でソフトに、カバーは内側に
ツーリングレザーを使ってカッチリ
と仕上げます。革包丁の研ぎ実演も行
います。

ローズカービングウォレット
講師：近野真弓
バラをモチーフにした唐草模様のカ
ービングウォレットです。陰影を重視
して華やかに仕上げる刻印の使い方
を学ぶことができます。カービング、
染色、手縫いで仕立てていきます。

筒型ケース
講師：青木幸夫
ハリのある色牛革と木型を使い、すく
い縫いと駒合わせ縫いで筒型のケー
スを作ります。エンブレムにはアクセ
ントとしてカービングを施します。立
体成形に挑戦してみましょう。
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￥18,787（講習費￥12,960 + 教材費￥5,827）　size：22× 32㎝

￥23,835（講習費￥12,960+教材費￥10,875）　size：33.5× 24.5× 3㎝

￥15,982（講習費￥12,960+教材費￥3,022）　size：13× 10.5× 2㎝ ￥8,919（講習費￥6,480+教材費￥2,439）　size：21× 7.5× 1.5㎝

￥22,482（講習費￥12,960+教材費￥9,522）　size：9.5× 19× 1.5㎝

￥22,588（講習費￥12,960＋教材費 ¥9,628）　size：32× 5.5φ㎝

※全2回の講習となります。

※全2回の講習となります。

※全2回の講習となります。

※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
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http://www.craft-gakuen.net各講座の申込期間は 6 月16 日（金）～ 7 月7 日（金）となります。



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7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

2017 年クラフト学園
夏期講習会講座一覧

2017 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・講師・使用革・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。

A

B

C

D

E

F

1回目 7/19（水）
2回目 8/21（月）
10：00 ～ 16：00
※全2回講習

1回目 7/24（月）
2回目 7/25（火）
10：00 ～ 16：00
※全2回講習

1回目 7/26（水）
2回目 8/23（水）
10：00 ～ 16：00
※全2回講習

1回目 7/27（木）
2回目 7/28（金）
10：00 ～ 16：00
※全2回講習

1回目 7/31（月）
2回目 8/30（水）
10：00 ～ 16：00
※全2回講習

8/2（水）
10：00 ～ 16：00

ウェルカムボード

岡田明子
akkosleather.com

ツーリングレザー

22×32cm

筒型ケース

青木幸夫（クラフト学園）

ピサーノ、ヴォーノアニリン、
ツーリングレザー

32×5.5φ㎝

Your Job?

藤田一貴（クラム）
www.shop-cram.com

ツーリングレザー

33.5×24.5×3㎝

ローズカービングウォレット

近野真弓
www.instagram.com/
mai19620205/

ツーリングレザー、
ロングウォレットキット

9.5×19×1.5㎝

メモ帳カバー

大竹正博（Soul Leather）
soul-leather.com

ツーリングレザー、
アメ豚モミソフト

13×10.5×2㎝

革包丁のソフトケースと
刃先カバー

小屋敷清一（クラフト学園）

ギャロ、バルケッタ、
サドルレザー

21×7.5×1.5㎝

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

多彩なデザインのフラワーで構
成されたウェルカムボード。繊
細な線と流れが特徴のシェリダ
ンスタイルカービングを、本場
で活躍されている岡田先生に習
うチャンスです。
※額縁は教材に含まれません。

バラをモチーフにした唐草模様
のカービングウォレットです。
陰影を重視して華やかに仕上げ
る刻印の使い方を学ぶことがで
きます。カービング、染色、手
縫いで仕立てていきます。

ペンホルダー付きのコンパクト
なメモ帳カバー。レザーパウダ
ーを詰めて立体的に成形する、
フラワー部分のリフトアップ技
法が特徴です。フラップの内側
には名刺サイズのポケットが付
きます。※説明テキスト付き。メモ帳は
教材に含まれません

色牛革で仕立てる包丁ケースと
刃先カバーのセットです。ケー
スはへり返しと玉縁でソフトに、
カバーは内側にツーリングレザ
ーを使ってカッチリと仕上げま
す。革包丁の研ぎ実演も行いま
す。

ハリのある色牛革と専用の木型
を使い、すくい縫いと駒合わせ
縫いで筒型のケースを仕立てま
す。エンブレムにはアクセント
としてカービングを施します。
立体成形に挑戦してみましょう。

犬と猫の微笑ましいシーンをフ
ィギュアカービングし、WA染
料1色だけで彩色、革額を造形
します。藤田先生の図案の中で
も 1、2の人気を誇る犬と猫を
同時に習うことができるまたと
無いチャンスです。
※教材には額も含まれます。

プロ用スーベルナイフボディ S、プロ用スーベルナイフ替刃（9㎜巾）、ト
レースフィルム、両面鉄筆、のびどめシート、　刻印：シェリダンスタイ
ルカービングに使う刻印。（例：クラフト社SK刻印　SKA101-3、01-5、
101-7、SKB701、050、061、SKC431、940、SKP368、369、861、
SKS705、SKU 853、857、SKV707、708、C432、P367、370、S705、
E294 or 326 or 386 あれば好きなマット刻印）（例：バリーキング刻
印　BG-3、5、7、LB-0、1、2、BC-0、1、-2、LF-1、TV-1、TH-1、2、
SF-4、VL-1、VS-1、BFC18-0、18-1 ）等シェリダンスタイルカービング
に使う刻印、そのほかにあれば持ってきてください。モデラフラット&ス
プーン、特製面相筆中、☆ウールピース、☆古歯ブラシ、☆端布（ウエス） 
※刻印に関しましては、ご予約時にお問い合わせください。

両面鉄筆、トレースフィルム、プロ用スーベルナイフボディ S、プロ用ス
ーベルナイフ替刃（9㎜巾）、　刻印：SKB936-2、701-2、N303、E294
　仕立：ヘラ付ヘリみがき、丸ギリ、菱ギリ（細）、エスコード中No.20

（ベージュ、紺）、手縫針（丸針・細）、手縫いワックス、コルク板、ディ
バイダー、ネジ念、モデラフラット&スプーン、革切りハサミ、革包丁斜
刃、NTカッター、2本ヒシ目打と 4本ヒシ目打（1.5㎜巾と 2.0㎜巾）へり
おとし No.1、ヤットコ（又はラジオペンチ）、サンドスティック、らくぬ
～り、曲尺（30㎝）、ハトメ抜き（10号、18号、30号、40号）、ジラコヘラ、
ガラス板、ラッカー刷毛（30㎜）、硬化剤（ハードタイプ）、コバ磨き帆布、
☆端布（ウエス）　※曲がり菱ギリ＝お持ち方はご持参下さい。

　カービング：のびどめシート、モデリングツール・ポインテッドスプー
ン、（旧フィギュア用金モデラ同等品）、トレースフィルム、両面鉄筆、ス
ーベルカッター（S）
　刻印：B203、936、198細、B60又は 61、F890、SS刻印LB-0、NTヘ
アブレードホルダー※1、サージカルブレード又はディスポメス※2
　仕立：革包丁、ジラコヘラ、ダイアボンド、特製面相筆中、小、硬化剤（ハ
ードタイプ）、ラッカー刷毛（30㎜）、☆洋裁用のまち針、☆端布（ウエス）
※1：NTヘアブレードホルダー税込み￥1134　
※2：ディスポメス（使い捨てのメス）税込みで￥270　1本　
※1、2をお持ちで無い方はお申し込み時にご注文承り、講習会当日に教
材と一緒にお渡しします。

　カービング：トレースフィルム、両面鉄筆、のびどめシート、プロ用ス
ーベルナイフボディ S、プロ用スーベルナイフ替刃（9㎜巾）
　 刻 印：SKA101-3、5、7（ 又 は ＃ 23 の BG-3、5）、SKB936-2、701-
2、702-2（又は SB-1、2、3）、SKB061、SKC431、SKP368、369、861、
SKU853、857、SKS705、SKV707、SKV463 又 は VS-2、B60、61、
S705、X502-2又はBK-04、☆カービングウェイト（重石として使える物）
　染色・仕立：特製面相筆中、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、手縫針（丸針・細）、2本ヒシ目打と4本ヒシ目打（2
㎜巾）、菱ギリ細、丸ギリ、へりおとしNo.1、ネジ念、エスコード中№20（ナ
チュラル）、手縫いワックス、コバ磨き帆布、☆古歯ブラシ、☆端布（ウエス）

革包丁、2本ヒシ目打と4本ヒシ目打（1.5㎜巾）、手縫針（丸針・細）、
菱ギリ細、丸ギリ、銀ペン、ネジ念、モデラフラット&スプーン、
ジラコヘラ、スリーダイン又はダイアボンド、サンドスティック、
ガラス板、☆端布（ウエス）

トレースフィルム、両面鉄筆、のびどめシート、プロ用スーベルナイフボ
ディ S 、スーベルカッター替刃H、※ビーダーブレード3ミリ幅（お持ち
の方のみ）　
　刻印：SKA101-3、5、7、SKB701-2、936-2、702、702-2、050、
SKB60、SKC431、940、SKP368、369、SKU853、857、SKV463、707、
708、SKS705　
　染色・仕立：革包丁、へりおとし№2、ヘラ付ヘリみがき、丸ギリ、菱
ギリ細、ジラコヘラ20㎜、銀ペン、曲尺（30㎝）、らくぬ～り、ネジ念、
モデラフラット&スプーン、ディバイダー、2本ヒシ目打と4本ヒシ目打（2
㎜巾）、手縫針（丸針・細）、手縫いロウビキ糸、サンドスティック、ガラス板、
スリーダイン、特製面相筆中、☆古歯ブラシ、☆端布（ウエス）
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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。

7 7 fri.


