1回目

7.23 mon

2回目

8.23 thu

10:00-16:00

20,536（講習費￥12,960＋教材費￥7,576）

¥

size: 21×30cm（A4サイズ）

※全2回の講習となります。

持参品
スーベルナイフ、両面鉄筆、のびどめシート、モデラー仕上げ用、面相筆小、
☆歯ブラシ、☆端布
（ウエス）
、☆ウールピース、ディバイダー
刻印

A

CLASS

オーバルフレームのパネル

例
使用革：ツーリングレザー

シェリダンスタイルカービングに使う刻印。
クラフト社

SK刻印

SKA101-3、SKA101-5、SKA101-7、SKB701、SKB050、SKB061、SKC431、
SKC940、SKP368、SKP369、SKP861、SKS705、SKU853、SKU857、SKV707、

講 師 ： 岡 田 明 子 akkosleather.com

SKV708、SKJ504、B200、B203、C432、P367、P370、S705、D435-2

A4サイズのスペースに描かれたオーバルの優しい曲線の中で、のびのびとフローする流れの美しさ

例

を追求して作られた図案をカービングします。刻印の使い方を変えることによって、様々な雰囲気に

BG-3、BG-5、BG-7、LB-0、LB-1、LB-2、BC-0、BC-1、BC-2、LF-1、TV-1、

変わる花の表情も学ぶことができるのも、岡田先生ならでは。流れの美しさを表現しながらも、全体

TH-1、TH-2、SF-4、VL-1、VS-1、BFC18-0、BFC18-1、BFC18-2 その他に

の華やかさと繊細さを保つことも考えられたこの図案は、とても絵になる1枚です。

シェリダンスタイルカービングに使う刻印があれば持参してください。

バリーキング刻印

7.24 tue
¥

10:00-16:00

18,093 （講習費￥6,480＋教材費￥11,613）

size: 12×11×11cm

持参品
両面鉄筆、トレスフィルム、スーベルカッター、ヘラ付ヘリみがき、丸ギリ、
菱ギリ
（細）
、エスコード中細
（色：自由）
、手縫いワックス、コルク板、ディバ

B

CLASS

回転式ツールスタンド
講師：青木幸夫

イダー、ネジ捻、モデラ
（フラット&スプーン）
、革切りハサミ、革包丁、NTカ
ッター、ヒシ目打4本・2本
（2.0㎜巾）
、へりおとしNo.1、ヤットコ（またはラジ

使用革：ツーリングレザー・牛革タンロー

オペンチ）
、サンドスティック、コバ塗りスティック、曲尺、ジラコヘラ、ガラ

クラフト学園

ス板、ラッカー刷毛30㎜、コバ磨き帆布、両面テープ5㎜または8㎜、☆端布(

革と木材を使用して作るツールスタンドです。合計16ヶの穴が空いていて、刻印やツールを立てるこ

ウエス)、のびどめシート、8606手縫針
（極細）
、6mm巾つきのみ、ハトメ抜き

とができます。45度に組み合わせる革パーツの作り方から始まり、基本的な拝み合わせ縫いで仕立て

（30号）
、硬化剤、☆古歯ブラシ、※コバ等を染色されたい方は彩色筆を持参し

ていくため、箱物製作を学びたい方にはお勧めの講座です。回転台は金属パーツと革を使用して作り、

てください。

台座面とツールスタンドの側面にはスタンピングで装飾を施します。

刻印SKB701-2、SKB702-2、B936、B701細、B198細、D435、S705、S722

7.25 wed 2回目 8.29 wed 10:00-16:00
37,235 （講習費￥12,960＋教材費￥24,275）

1回目

¥

size: 15×30×13cm

※全2回の講習となります。

持参品
1日目：両面鉄筆、フィギアー用金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、ディバイダー、のびどめシート、シェリダンスタイル
用スーベルカッター
（SSスーベルカッター S、プロ用スーベルナイフ等）、ガラ
ス板、特性面相筆小

使用革：牛本鞣し・ティーポ

C

CLASS

S631、B60

ワイヤー口金ショルダー「じゃれ猫唐草」
講師：藤田一貴

クラム

刻印

B203、B701細、B198細、C431、C433、F890、

シェリダンスタイル用刻印

SKB050、SKB936-2、SKB701-2、

SKB702-2、SKA101-3、SKA101-5、TH-1、TV-1、SKV708、SKV707､ SKU853、
SKU857、SKJ564 ※以上はサイズ形状が同等の物で代用可

www.shop-cram.com

2日目：ダイアボンド、ジラコヘラ、革包丁、ガラス板、ヒシ目打4本または6

猫のフィギュアをフローラルデザインに配し、アクリル絵の具で着色する猫眼以外は、全て同一染料

本・2本（2.0㎜巾）
、菱ギリ（細）
、手縫いワックス、8606手縫針（極細）、コバ

を使用することで、カービングデザインの一体感を狙います。仕立ては針金とファスナーで口金形態

塗りスティック、エスコード中細（ナチュラル）またはビニモ1番同等品、ディ

を取る、レザークラフトでは珍しい構造です。針金を入れる口元、ショルダーや後胴に設けられたポ
ケットは、手縫いの距離を半減させるデザインとなっており、各部にアイデアが満載されています。

バイダー、TY-ぎんすり、へりおとしNo.1、No.2、サンドスティック、☆端布
（ウエス）
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・価格は全て消費税が含まれています

S UMME R S C HOOL

・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

・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

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。
・申込期限：7月6日
（金）
まで

7.30 mon
¥

10:00-16:00

15,682 （講習費￥6,480＋教材費￥9,202）

size: 20×12×4.5cm

持参品
カービング：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、スーベルカッター替刃H、☆端布
（ウエス）
、☆古歯ブラシ、面相筆（中）

D

CLASS

スマホホルダー

刻印：A98、A99、B701、SKB936-2、SKB701-2、SKB60、SKB050、SKC431、
SKC940、SKP368、SKP369、SKP861、SKS705、SKU853、SKU857、SKV707、

使用革：ツーリングレザー

SKV708
（バックグラウンドに使用する刻印はSKA101-3、5、7でも構いません）

講 師 ： 大 竹 正 博 Soul Leather http://soul-leather.com

ジーンズのベルトループなどに吊るすことができるスマートフォンホルダーです。カブセと前胴全面に施された
カービングでは、フラワー部分を成形して盛り上げ、立体感を出す技法を学ぶことができます。前胴の図案をカ
ブセに使用することも可能。内側はピッグスエードを裏貼りし、スマートフォンを優しく保護します。ケースを

染色、仕立て用具：接着用ブラシ、革包丁、丸ギリ、ディバイダー、ヘラ付ヘ
リみがき、ヒシ目打4本・2本
（2.0㎜巾）
、サンドスティック、☆紙やすり（400、
600、800、1000番）
、手縫針
（細）
、手縫いロウビキ糸
（細）
、かがり穴あけ1本

付けたままのスマートフォンでも入れられる大きめなサイズで、金具を増やすとショルダータイプにもなるデザ

目打・4本目打（3mm巾）
、クラフトレース針（3ｍｍ巾）
、菱ギリ（細）、ガラス

インです。※作業はカービングのみとなります。仕立てはテキストの配布と説明となります。

板、ジラコヘラ、へりおとしNo.1、スリーダイン、モデラスプーン

7.31 tue
¥

10:00-16:00

19,218 （講習費￥6,480＋教材費￥12,738）

size: 15×28×12cm

E

CLASS

通しマチミニボストンバッグ
講師：小屋敷清一

使用革：カリーナ

持参品

クラフト学園

革包丁、丸ギリ、菱ギリ
（細）、ジラコヘラ20㎜、ネジ捻、ディバイダー、ヒシ

上品なシボが人気のフルタンニンレザー “カリーナ”で作るミニボストンバッグです。裏地やポケット

目打4本・2本
（2.0㎜巾）
、8606手縫針（極細）
、手縫いワックス、ZEBRAロウビ

が付いた本格仕様でありながらも、袋物の手縫い仕立てが初めての方にも作りやすいデザインです。

キナイロン糸045
（色は自由）
、TY-銀ペンホルダー、TY-ぎんすり、サンドステ

へり返しを多用し、極力コバを出さない優しいフォルムは、老若男女誰もが使うことができます。ス

ィック、ガラス板、ローラー、スリーダイン、革切りハサミ

テッチは全24色
（見本はダークブラウンとターコイズブルーを使用）の中から選んでご持参下さい。

☆端布
（ウエス、古タオル等）

2018 年クラフト学園夏期講習会申込方法
Step 1

電話予約

03-3393-5599

Step 2
申込期限

7.6 fri まで

・電話にて余席の有無をお確かめの上7月6日（金）までにご予約、お
申し込みください。

お申込みとお支払い

・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。
・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。
・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
確認後に受領書を発送させて頂きます。

・ご予約は先着順とさせて頂きます。

お申し込み先

振込先

・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。

〒 167-0051 東京都杉並区荻窪 5-16-21

三井住友銀行

・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

クラフト学園学園講習会係

株式会社クラフト社 店番 362

TEL：03-3393-5599

普通預金 0271629

いております。

FAX：03-3393-2228

www.craft-gakuen.net

振込手数料はお客様負担でお願いいたします

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

キリトリ

2018 年クラフト学園夏期講習会 申込書
講座 受講クラスに◯をつけてください

A・B・C・D・E 計

クラス

合計金額
〒

氏名

電話

住所

荻窪支店

-

￥

