
お申込みはお電話 ［03-3364-2112］でご予約ください。
＊表記金額は、すべて税抜です。別途消費税がかかります。
＊当日、道具･材料をお求めの場合は、受講者限定の割引特典がございます。

＊◯印の道具は併設のSEIWA高田馬場店でお求めいただけます。
SEIWA 161-8552 東京都新宿区下落合1-1-1   10:00－18:00／日・祝祭日定休http://seiwa-net.jp JR・地下鉄東西線・西武新宿線  高田馬場駅・早稲田口下車 徒歩5分

セブン-
イレブン

地色を染め分けにし、ファブリエで流

水文様を無線描きで染めた春夏用ス

トールを作ります（無線描きの学習）。

※蒸し、ドライ等の後処理がありませ

んので、当日お持ち帰りいただけます。

珍しい穴織り加工（水玉ステッチング）の涼しげな木綿地を使

用して、ファブリエでパンジーの花を型刷り込みした、タペスト

リーを染めます。簡単ですので初心者の方もお気軽にどうぞ！

※ファブリエ加工ですので、当日お持ち帰りいただけます。

ファブリエを使って混色したり色を重

ねたりして大胆に花を描きます。

地染めもファブリエで挑戦してみましょ

う。お部屋に華やかさを演出し、額絵に

してもお楽しみいただけます。

今回の技法は紺屋藍を使った、絞りと

ボカシです。濃、中、淡の色を用意し

て、たてボカシをします。

小紋や紅型の型紙もご用意して、藍の

型染めにもチャレンジ出来ます。

■ 時間 10:30～16:00
■ 場所 SEIWA4階 B教室
■ 講師 藤木 紀一郎
 ［SEIWA友禅染科講師］
■ 費用 7,500円
 受講料6,000円／材料代1,500円
■ 持参する物　
 ○彩色筆大2本 ○鹿刷毛３寸
 ●エプロン ●タオル ●筆記用具

■ 時間 10:30～16:00
■ 場所 SEIWA4階 B教室
■ 講師 藤木 紀一郎
 ［SEIWA友禅染科講師］
■ 費用 7,500円
 受講料6,000円／材料代1,500円
■ 持参する物　
 ○彩色筆大1本 ○鹿刷毛３寸
 ○ぼかし用刷毛
 ●エプロン ●タオル ●筆記用具

■ 時間 10:30～16:00
■ 場所 SEIWA4階 B教室
■ 講師 すずきあき
 ［SEIWAファブリエ・アート科 講師］
  ［SEIWAそめ・いろアートスタジオ科 講師］
 ［染色の為のデザイン科 講師］
■ 費用 7,500円
 受講料6,000円／材料代1,500円
■ 持参する物　
 ○平刷毛5号・8号 ○面相筆大
 ○すり込み刷毛8号 ○青花ペン
 ●エプロン ●タオル ●筆記用具

■ 時間 10:30～16:00
■ 場所 SEIWA4階 B教室
■ 講師 桜井 敦史［染色作家］
■ 費用 6,000円　受講料6,000円／材料代別
 ※当日店頭にてお選びください。
 ※本講座受講者は全品２割引（除外品有り）
■ 持参する物　
 ●エプロン ●ゴム手袋 ●タオル
 ●筆記用具 ●汚れてもよい服と靴

SEIWA Spring Course
2019 春の短期講習　お申込み ℡ . 03-3364-2112

サイズ：約 45×200cm サイズ：約 80×100cm

サイズ：約 35×65cm／シルク紬

紺屋藍染3/19火C 3/26火 ファブリエで描く
春のタペストリーD

3/12火 ファブリエで染める
型染めの春夏用タペストリーB3/11月A ファブリエで染める・春夏用ハート・のストール作り



SEIWA Spring Workshop
気軽に参加できる ［店頭講習会］ SEIWA高田馬場店店頭で実施！
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*表記金額は、すべて税抜です。別途消費税がかかります。 
*当日、道具･材料は割引があります。 
*お持ちの道具はご持参いただいても構いません。

店頭講習会のお問合せ・お申込み

℡. 03-3364-2113

サイズ :約 40×160cm サイズ :2L判（約 12.7×17.8cm）

サイズ :約 4.5×3.5cm サイズ :約 20×15×8cm

下地の革を綿棒でぼかし染めし、黒の革を切り抜いて上
に乗せ、額に入れて仕上げます。

■ 時間 午前 10:30～ 12:30
 午後 13:30～ 15:30［定員各 5名］
■ 講師　山﨑 昌子［SEIWAカービング科認定講師］
■ 受講料 　3,500円［税別／材料代込］
■ 持参する物　カッター、ウエス
※汚れてもよい服装でお越しください。

革のくるみボタンや持ち手のクロス縫い（飾り縫い）、
クローム革の芯の入れ方も学べます。

■ 時間 12:00～ 17:00［エンジ 4名、グリーン 1名］
■ 講師　諸井 公［SEIWA皮革工芸科認定講師］
■ 受講料 　7,500円［税別／材料代込］
■ 持参する物　仕立て用目打ち、ハサミ、エプロン
※汚れてもよい服装でお越しください。

春の花  チューリップの革額

ゴード革のミニトートバッグ

サイズ：約 25×18cm

牛革のレターラック〈ファブリエでステンシル〉
革にファブリエを使用し、ステンシルで文様を染めます。

■ 時間 午前 10:30～ 12:30
 午後 13:30～ 15:30［定員各 5名］
■ 講師　畑中 靜子［暮らしの中の革工芸］
■ 受講料 　3,000円［税別／材料代込］
■ 持参する物　
　　　　ハトメ抜き８号、刷り込み刷毛 1号または 1.5号
 カッター
※汚れてもよい服装でお越しください。

ファブリエでスタンピング

Event Information

3/12火 20水 10:00～19:00 〈但し最終日は16:00まで〉会期

場所 京王プラザホテル本館３階　ロビーギャラリー

すずきあき  SEIWAそめ・いろアートスタジオ科／染色の為のデザイン科 講師

 ファブリエ・アート科 講師  NEW!!

染・すずきあき展
「愛おしいもの・心地いいもの」

「旅の記憶」／60× 80cm／糊染・綿布

摺り込みの 2WAYアクセサリー

ブローチとペンダント
絹地に型を使ってファブリエで摺り込み、
輪郭を縫い接着します。
柄や金具の色は選べます。

■ 時間 午前 10:30～ 12:00
 午後 13:30～ 15:00［定員各 5名］
■ 講師　延本 理恵子［SEIWA友禅染科認定講師］
■ 受講料 　3,000円［税別／材料代込］
■ 持参する物　刷り込み刷毛 1.5号または 2号 2本
 針、糸、ハサミ、筆記用具等
※汚れてもよい服装でお越しください。

シルクストールの手描き電子レンジ染め
簡単な染め分けの後、手描きをして春らしいストールを
染めます。

■ 時間 午前 10:00～ 12:30
 午後 14:00～ 16:30［定員各 5名］
■ 講師　濱田 愛子［SEIWAろうけつ染め科認定講師］
■ 受講料 　3,500円［税別／材料代込］
■ 持参する物　彩色筆、ゴム手袋、エプロン、タオル
※汚れてもよい服装でお越しください。

生成りの牛革にスタンピングで模様をつけ、染色をして
手縫いで仕上げます。

■ 時間 13:00～ 16:00［定員 5名］
■ 講師　村上 禮［SEIWAカービング科認定講師］
■ 受講料 　3,000円［税別／材料代込］
■ 持参する物　エプロン
※汚れてもよい服装でお越しください。

リールキー付きパスケース

木版を中心にファブリエでスタンピングをします。
ステンシルの技法も学べます。
素材はお選びいただけます。

■ 時間 午前 10:30～ 12:30
 午後 13:30～ 15:30［定員各 5名］
■ 講師　桜井 敦史［染色作家］
■ 受講料 　3,500円［税別／材料代込］
■ 持参する物　カッター、ウエス
※汚れてもよい服装でお越しください。


