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瀬戸山桂子デザインブック
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2022

新発売！

八野田斉子パターンパケット3種

P28 「銀座ソレイユ感謝祭」
作品募集！
TEL 052-744-0451

作：瀬戸山桂子「ミニヨンヌ」
（449-0298）

瀬戸山桂子デザインブック

ミニヨンヌ
JDPA東京コンベンション記念発売
「Mignonne ～ミニヨンヌ～」
は
フランス語で
「可愛らしい」
という意味。
人気のローズをはじめ、ベア＆魔女アビィなど優雅で愛くるしい
仲間たちと一緒に、素敵な時間を過ごしましょう！
著者プロフィール

瀬戸山 桂子

国内
アクリル
25作品
カラー P48・全 P96
22インストラクション
注文番号 449-0298
「Mignonne
～ミニヨンヌ～」

Keiko Setoyama

1990年トールペイントに出会い、1995 年より講師活動を始
め、同時に数々のコンテストに出品、受賞を重ねる。
独自のスト
ロークで描く作品が支持を得、現在は東京、名古屋、大阪の定期
教室他全国的にセミナーで活躍中。
幅広いオリジナル作品には定
評があり、特にバラ、ベア、妖精、魔女が人気。DVD『Soft Shade
Painting vol.1，2』
ではバラの描き方を紹介、
同シリーズvol.3 に
てテディベアを発表している。
著書に『Tender Feelin's』
『Suger
Time』
『プチメゾン』
『Ćest chovette』
（共にサン- ケイ）
がある。

～アートブック～

A4変形判サイズ
本体価格

¥3,300K（税込￥3,630K）

（ZU-0298）

～シャビーシック Style ～
425-01612
2ウィンドウ
フレーム
注文番号

59.5×22.2×1.5cm
本体価格

¥3,600

（税込￥3,960）

（SK-01612）

433-441
アートブックマップ
注文番号

45×27.5×3.5cm
本体価格

¥2,200K

（税込￥2,420K）

（SW-441）
※プリント入り

アートブック仲間が新入荷！

433-450
アートブック メロディ
注文番号

425-09022
ブリキタルト型トレー
注文番号

45×27.5×3.5cm
本体価格

25.5×17×21cm
本体価格

¥780K（税込￥858K）

（SK-09022）
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¥2,200K

（税込￥2,420K）

（SW-450）
※プリント入り
（注）こちらの本には使用されていません

433-439
ホワイトキーボックス
注文番号

20×7×30cm
本体価格

¥3,500K

（税込￥3,850K）

（SW-439）

433-440
レリーフブラックボード
注文番号

70cm×34cm×31.5cm(広げた時)
本体価格

¥2,800K

（税込￥3,080K）

（SW-440）

～アートフレーム～

～時計～

3種類とも8月下旬頃の入荷となります

注文番号 425-09014
ラウンドクロック

25.5×約0.5cm

¥2,100（税込￥2,310）

本体価格

（SK-09014）
※針・ムーブメントについてはP.10を
ご参照ください。

注文番号 433-437
アートフレームJ
（JFB30）

33×43×2cm
本体価格

¥2,600特

（税込￥2,860特）

（SW-437）

433-443
アートフレームF
注文番号

33×43×2cm
本体価格

¥2,600特（税込￥2,860特）

（SW-443）

433-438
アートフレーム18B
（JFB688）
注文番号

425-09023
アビィ カットアウト
4種セット
注文番号

33×43×2cm

最大のサイズ 10×10×1.2cm
本体価格

本体価格

¥1,800（税込￥1,980）

¥2,600特

（税込￥2,860特）

（SW-438）

（SK-09023）

＜お詫びと訂正＞
「ミニヨンヌ」掲載のインストラクションに一部、訂正がございました。
申し訳ありません。下記のように訂正をお願いいたします。

431-197
ソレッティ
グレージング
メディウム
注文番号

50ml

本体価格

¥800B

（税込￥880B）

431-196
ソレッティ
エクステンダー
注文番号

120ml

本体価格

¥1,000B

（税込￥1,100B）

（SS-196）

（SS-197）

使用している新シルクはP.4をご覧ください

431-198
ソレッティ
オールパーパス
シーラー
注文番号

50ml

本体価格

¥800B

（税込￥880B）

（SS-198）

P.50 フレーム下側の拡大倍率
P.68 使用するシルクに追加

124%→
（正）
142%

417-7121 オールドチェアー

P.70 使用するシルク
417-7120 ヴィンテージキャビネット
417-7121 オールドチェアー
P.74 417-7003 クロック＆ギア
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瀬戸山桂子新刊
シルクスクリーン12種新登場！
新刊「Mignonne ～ミニヨンヌ～」で使用している
新デザインのシルクスクリーン。

449-0298
「Mignonne
～ミニヨンヌ～」
注文番号

¥3,300K

本体価格
（税込￥3,630K）

（ZU-0298）

A4

A4

A3

417-7105
バルーン 瀬戸山桂子A4シルクスクリーン

417-7106
クラシックカー 瀬戸山桂子A4シルクスクリーン

417-7107
クロック 瀬戸山桂子A3シルクスクリーン

本体価格

本体価格

本体価格

注文番号

¥1,600特（税込￥1,760特）（SA-7105）

注文番号

¥1,600特（税込￥1,760特）（SA-7106）

A4

417-7114
アンティークブリック
瀬戸山桂子
A4シルクスクリーン
本体価格

¥1,600特

本体価格

注文番号

¥1,600特

本体価格

（税込￥1,760特）

（SA-7114）

¥1,600特

（税込￥1,760特）

（SA-7115）

A4

A4

417-7116
デコラティブテキスト
瀬戸山桂子
A4シルクスクリーン

注文番号

（税込￥1,760特）

¥2,900特（税込￥3,190特）（SA-7107）

A4

417-7115
ブライド＆グルーム
瀬戸山桂子
A4シルクスクリーン

注文番号

注文番号

（SA-7116）

A4
A4

417-7119
シャビーウッド
瀬戸山桂子
A4シルクスクリーン
注文番号

417-7117
フラグメント 瀬戸山桂子A4シルクスクリーン

417-7118
フラワーガーランド 瀬戸山桂子A4シルクスクリーン

本体価格

本体価格

注文番号

¥1,600特（税込￥1,760特）（SA-7117）

注文番号

A4
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¥1,600特（税込￥1,760特）（SA-7118）

本体価格

¥1,600特

（税込￥1,760特）

（SA-7119）

A4

A5

注文番号 417-7120
ヴィンテージキャビネット 瀬戸山桂子A4シルクスクリーン

注文番号 417-7121
オールドチェアー 瀬戸山桂子A4シルクスクリーン

注文番号 417-7122
モンスターパンプキン 瀬戸山桂子A5シルクスクリーン

本体価格

本体価格

本体価格

¥1,600特（税込￥1,760特）（SA-7120）
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¥1,600特（税込￥1,760特）（SA-7121）

¥900特（税込￥990特）（SA-7122）

単品販売のハットボックスでアレンジもOK！

川島詠子
白木付きキット
JDPA 2022
記念発売！
ハットボックス小と
パターンがキットに
なっています！

417-2472
ピンクトワルドジュイの
ローズBOX
注文番号

433-436

注文番号

注文番号

ハットボックス 大 グレー

433-435

ハットボックス 中
ブラック

φ16×Ｈ15.5cm

¥1,800K

φ14×Ｈ13cm

本体価格
（税込価格 ￥1,980K）

¥1,500K

本体価格
（税込価格 ￥1,650K）

（SW-436）

（SW-435）

内容：BOX、図案、インストラクション

注文番号

433-432

ハットボックス 小
ホワイト
φ11×Ｈ11cm

¥1,200K

本体価格
（税込価格 ￥1,320K）

（SW-432）

川島詠子キット

¥2,400K

本体価格
（税込￥2,640K）

（SA-2472）
※シルクは付いていません

下地塗りナシで
シャビー感ある

使用シルク（別売り）
注文番号 417-7038
うさぎときつねのトワレ
川島詠子シルクスクリーン

A4サイズ
本体価格

¥1,600特（税込￥1,760特）

（SA-7038）

白井里美
シルクスクリーンのみ

注文番号

φ11×Ｈ11cm

¥1,200K

本体価格
（税込価格 ￥1,320K）

（SW-434）

417-7109
La Fleur 白井里美
A4シルクスクリーン
注文番号

A4サイズ

注文番号

433-433

ハットボックス 小
ブルー
φ11×Ｈ11cm

¥1,200K

本体価格
（税込価格 ￥1,320K）

（SW-433）

弓部玲子

フォント 2 種の
シルクスクリーン

「ペイントクラフトデザインズVol.24」
掲載作品に使用しています。

433-434

ハットボックス 小
ピンク

使用素材
（別売り）

JDPA 2022
記念発売キット

470-00033
R31 ニューフレームミニ
注文番号

24×13×1.5cm

パターン・シルク付きキット

¥1,900

本体価格
（税込￥2,090）

本体価格 ¥1,600特

（CB-00033）

（税込￥1,760特）
（SA-7109）

417-7110
La Nature 白井里美
A4シルクスクリーン
注文番号

417-2478
ボタンシート弓部玲子
A5シルク付きパターンパケット
注文番号

A4サイズ
本体価格

BOXが好評です！

¥1,600特

A5シルク、インストラクション、図案
本体価格

（税込￥1,760特）
（SA-7110）

¥1,800特（税込￥1,980特）

（SA-2478）

河崎香

シルクスクリーンのみ

パターンパケットのみ

リクエストにお応えしてパターンとなりました。

411-00291
Nostalgic Flowers ～れんげの思い出～
白井里美 パターンパケット
注文番号

本体価格

¥800特（税込￥880特）

（PP-00291）

代替素材
注文番号 425-04021
オーバルサイン 中

34.5×20.5×1.7cm
本体価格

¥2,400（税込￥2,640）

（SK-04021）

代替素材

425-04031
フレンチプロビンシャル
サイン 中
注文番号

34×20×1.7cm
本体価格

¥2,000（税込￥2,200）

（SK-04031）

417-7123
Toy＆Dolls 河崎香 シルクスクリーン
注文番号

「ペイントクラフトデザインズVol.24」
掲載作品に使用しています。

A4サイズ
本体価格

¥1,600特（税込￥1,760特）

（SA-7123）
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八野田斉子パターンパケットシリーズ
新商品登場しました！

3 年ぶりの開催となった JDPA コンベン
ションで先行販売し、人気を博した八野田
斉子先生の新作パターンパケット 3 種を
ご紹介いたします。 （テキスト＝八野田斉子）

八野田斉子

＜プロフィール＞

1995年からトールペイントを始める。JDPA講師会員として自宅教室での指導
を経て現在はオリジナル作品の制作、販売を中心に活動中。主にブルーやグ
リーンを基調とした落ち着いた雰囲気の作品を描いている。2020年トールペ
イント日本展で審査員奨励賞を受賞。ペイントフレンドに作品掲載中。
インスタグラム ユーザーネーム sai_1083

★この商品はティーチングフリーです。
ただし、以下を守って下さい。
・パケットの複製は厳禁、商品は生徒と講師それぞれが購入する。
・ネットでの公開や作品展での展示の際は、デザイン作者名を明記する。
・作品販売はNG

「Spring has come」
パターンパケット
春が近づくと色とりどりの花を描きたくなります。
少しキリっとした眼差しの小鳥と柔らかい陽射しを浴びた
花々を描けばきっと明るい気分になれるはず。
草や葉などはウォッシュでぜひ自由にたくさん描き足して下さい。

411-00292
「Spring has come」
パターンパケット
注文番号

本体価格

＜使用素材＞（別売）

アクリル

425-04021
オーバルサイン 中
注文番号

約：横20.5×縦34.5×厚み1.7cm

¥800 特（税込￥880特）

本体価格

（PP-00292）

¥2,400（税込￥2,640）

（SK-04021）

「白いバラのブーケ」パターンパケット
ブルーの背景に映える白いバラのブーケは
清楚な花嫁のイメージで描きました。
スノーフレークやレースフラワーを添えて
ナチュラルな雰囲気に。
白い小花や葉を増やして華やかに演出してもいいですね。
＜使用素材＞（別売）

411-00293
「白いバラのブーケ」
パターンパケット
注文番号

本体価格

アクリル

425-03553
チッペンデール
プレート [大]
注文番号

約：φ29.5×厚み1.8cm

¥800 特（税込￥880特）

本体価格

（PP-00293）

¥3,600（税込￥3,960）

（SK-03553）

「A fruitful life」パターンパケット
グリーンのバラの葉陰からさりげなく覗く葡萄を描きました。
カードの部分にはお好きなメッセージを添えても素敵ですね。
大切な人の実りある暮らしを願い、感謝を込めて贈りたい作品
です。

＜使用素材＞（別売）

411-00294
「A fruitful life」
パターンパケット
注文番号

本体価格

¥800 特（税込￥880特）

（PP-00294）
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アクリル

425-00231
R31 ニュースクエア
フレーム
注文番号

約：横24×縦24×厚み1.7cm
本体価格

¥3,600（税込￥3,960）

（SK-00231）

「白いひまわりのリース」
パターンパケット

JDPAコンペンション 銀座ソレイユブース

夏の夕方。少し涼しくなった風に吹かれる、白い向日葵
をイメージした作品です。３色の絵の具の濃淡で表現し
てみました。Keep your head up（頑張って）のメッ
セージと共に、大切な人へのプレゼントとしても描いて
いただけたら幸いです。

＜使用素材＞（別売）

411-00288
アクリル
「白いひまわりのリース」
パターンパケット
注文番号

本体価格

425-00156
リース S
注文番号

約：Φ26×厚み0.6cm

¥800 特（税込￥880特）

（PP-00288）

本体価格

¥1,200（税込￥1,320）

（SK-00156）

「紫陽花」パターンパケット
難しそうだけれど描きたくなる…紫陽花はそんな魅力に溢れた
花です。2種類のスモーキーブルーの紫陽花にベル咲きのクレマ
チスやグリーンのバラを添えてみました。少しずつ少しずつ色
を重ねて、優しい雰囲気に仕上げていただけたら嬉しいです。

411-00287
「紫陽花」パターンパケット
注文番号

本体価格

アクリル

¥800 特（税込￥880特）

（PP-00287）

＜使用素材＞（別売）

425-01263
フラワープラーク 中
注文番号

約：横22×縦15.5×厚み1.2cm
本体価格

¥900（税込￥1,089）

（SK-01263）

「イギリスの思い出」パターンパケット
緑溢れるイングリッシュガーデンに憧れます。ベンチに
座って過ごす、ゆっくりとした時間を思いながら描きま
した。10/0号のライナー筆を駆使する細かいデザインで
すが、草や葉などはぜひ自由に描いてみて下さい。

411-00286
アクリル
「イギリスの思い出」
パターンパケット
注文番号

本体価格

¥800 特（税込￥880特）

（PP-00286）

＜使用素材＞（別売）

426-043
マルチフレーム
20×20cm
注文番号

約：外横20×縦20×厚み1.4cm
約：内横11.8×縦11.8×厚み0.4cm
本体価格

¥2,400（税込￥2,640）

（SL-043）
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０からはじめるトールペイントキット
限定各種 50 セット！ 送料込み初回特別価格でご購入いただけます

トールペイントに親しんだペインターの皆様だけでは
なく、お絵かきを手軽に楽しみたい方へ向けた、初め
てさん用のお絵かきキットです。タイプ別に２種類の
デザイン／作品見本：赤嶺明美
デザインができました。

2022年
8月1日発売！

一輪挿しやリーフのみでも華やかなインテリアに！
ブーケタイプ

417-2479
ウッドフラワーベース M
カモミール

単色でもっとシンプルに手軽に！
プレーンカラータイプ

注文番号

作品組み立て時 約：17×1.2×22cm
送料込み特別価格（限定50セット）
本体価格

¥3,619特（税込￥3,980特）

（SA-2479）
キット内容は下記＜セット内容＞をご参照
ください。

417-2480
ウッドフラワーベース M
ビリーボタン
注文番号

作品組み立て時 約：15×1.7×25.4cm
送料込み特別価格（限定50セット）
本体価格

¥3,619特（税込￥3,980特）

（SA-2480）
キット内容は下記＜セット内容＞をご参照
ください。

417-2481
ウッドフラワーベース S
シーフォーム
注文番号

作品組み立て時 約：10×1.2×17cm
送料込み特別価格（限定50セット）
本体価格

¥2,273特（税込￥2,500特）

（SA-2481）
キット内容は下記＜セット内容＞をご参照
ください。

417-2483
ウッドフラワーベース S
ぺブル
注文番号

作品組み立て時 約：10×1.2×17cm
送料込み特別価格（限定50セット）
本体価格

¥2,273特（税込￥2,500特）

（SA-2483）
キット内容は下記＜セット内容＞をご参照
ください。

417-2482
ウッドフラワーベース S
タッチオーピンク
注文番号

作品組み立て時 約：11×1.2×14.5cm
送料込み特別価格（限定50セット）
本体価格

¥2,273特（税込￥2,500特）

（SA-2482）
キット内容は下記＜セット内容＞をご参照
ください。

417-2484
ウッドフラワーベース S
セロリシュート
注文番号

作品組み立て時 約：11×1.2×14.5cm
送料込み特別価格（限定50セット）
本体価格

¥2,273特（税込￥2,500特）

（SA-2484）
キット内容は下記＜セット内容＞をご参照
ください。

＜共通セット内容＞
※ブーケタイプ：土台白木・ウッドフラワースタンド S・ポリブラシ 1インチ・サンドペーパー♯
400・グラファイトペーパー・筆・ステンシルスポンジブラシ・ミニ ペーパーパレット・絵具 4種
※プレーンカラータイプ：土台白木・ウッドフラワースタンド S・ポリブラシ 1インチ・サンドペー
パー♯400・ミニ ペーパーパレット・絵具 1種

付属のQR を読み取って描き方を動画で観ましょう！

ブーケタイプ

8
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プレーンカラータイプ

下準備から道具の使い方まで、０スタートのペインターさんにも安心して
楽しんでいただけるよう、動画では全ての工程をわかり易くご紹介します！
「ソレイユDIY」で8月1日動画公開！

トールペイントの基本に慣れてきた方には
こちらのキットがお勧め！

「フルーツのコースター」
デザイン：古谷桂子

初心者向

私の好きなベリーやオリーブをキッチン小物用に描いてみました。
絵柄そのままをシルクスクリーンに加工して頂き今までとは違う仕上がりに
なりました。シルクスクリーンを刷るとほとんど色が載るので、初心者の方
でも楽しみながらリアルな作品に仕上げて頂けると思います。
注文番号 417-2470
シルク付パターンパケット
「フルーツのコースター」

アクリル

A4シルク（1枚）、インストラクション
カラー写真、カラーステップ
※シルクのデザインが図案となります。
本体価格

¥2,200特（税込￥2,420特）

（SA-2470）

＜プロフィール＞古谷桂子

＜使用素材＞（別売）

広島市在住
1993～1997年 カリフォルニア州に在住中トールペイントに出会う。97年 米
国SDPのMDA strokeに合格し、帰国後教室を開く。1999～2002年 ドイツ
のフランクフルトに在住中、ヘキスト窯のマイスターにチャイナペイントを学
ぶ。帰国後、オイルペイントとチャイナペイントの教室を開き現在に至る。
2007年にMDAに認定される。色々楽しめる教室をモットーとし、地元ペイン
ター4人でグループ名「アトリエM&K」としてオリジナル商品を製作し、トー
ルペイントカーニバル等、イベントに参加活動している。

注文番号 425-00986
コースター丸 (6枚セット)

約φ10.4×厚み0.6cm
本体価格

¥1,980K（税込￥2,178K）

（SK-00986）

TPN143号掲載の講師作品キットを再紹介♪

デザイン：吉岡美千代

吉岡美千代先生のキット2種類をご紹介！
トールペイントニュース139号・ｓｗ143号でも掲載されたヨーロピアンキットと、華やかな講師記念キットをお楽しみくださ
い♪

アクリル

アクリル

417-2392
ヨーロピアンキット
「Happiness Blooms
from within」
注文番号

417-2456
「マーレライが楽しい」
キット
注文番号

白木、インストラクション
トレペ図案、カラー写真

白木、インストラクション
トレペ図案、カラー写真
本体価格

¥2,400K

本体価格

¥2,480C

（税込￥2,728C）

（税込￥2,640K）

（SA-2392）

（SA-2456）

人気のポリレジンシリーズが再入荷しました！

433-340
ポリレジンフレーム
スクロール
注文番号

約：横25×縦20×厚み2cm
本体価格

¥2,300（税込￥2,530）

（SW-340）

433-341
ポリレジンフレーム
オクタゴン
注文番号

約：横39.5×縦25×厚み3.9cm
本体価格

¥3,400（税込￥3,740）

（SW-341）

433-368
ポリレジン リボンオーバル
アンティークホワイト
注文番号

約：横18.5×縦26×厚み2cm
本体価格

¥2,200（税込￥2,420）

（SW-368）

433-387
ポリレジンフレーム
アンティークリボン 横長
注文番号

約：横18.2×縦14.2×厚み3cm
本体価格

¥1,800（税込￥1,980）

（SW-387）

※掲載商品は全て新価格で表示しています。
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キャンドルスタンド
伝統的なペイントスタイルにおすすめ！

注文番号 425-09017
キャンドルスタンド E

注文番号 425-09019
キャンドルスタンド G

φ8.5×H15cm

注文番号 425-09018
キャンドルスタンド F

φ10×H18.5cm

¥1,800K

φ9×H25cm

¥2,800K

本体価格
（税込￥1,980K）

¥3,200K

本体価格
（税込￥3,080K）

（SK-09017）

本体価格
（税込￥3,520K）

（SK-09019）

（SK-09018）

アクセサリー
直径5cmのブローチです

大人可愛い
イヤリング！

425-09021
ウッドブローチ

425-09020
ウッドイヤリング

注文番号

φ5cm

注文番号

2.5cm (組立時)

¥550K

¥440K

本体価格
（税込￥605K）

本体価格
（税込￥484K）

（SK-09021）

組み立て方を
動 画 でご 紹 介！

（SK-09020）

プラーク

時計針

その他のデザインは、カタログP.83を
ご参照ください。

瀬戸山桂子さん新刊にも
使用されています

424-071
時計針SH-07 (BK)
注文番号

本体価格

¥350※（税込￥385※）

（SH-07BK）
瀬戸山先生新刊素材
425-09014に使用

425-09016
ウォールプラーク
ロング小
注文番号

425-09015
ウォールプラーク
ロング大
注文番号

¥1,400

本体価格
（税込￥1,540）

本体価格

（SK-09016）

時計

注文番号 424-25
時計針SH-25(BK)
本体価格

¥2,000（税込￥2,200）

（SK-09015）

27636に適した
クォーツ・ムーブメント

9014、9015に適した
クォーツ・ムーブメント

416-400
スタンダード
クォーツ S-400

416-300
スタンダード
クォーツ S-300
注文番号

注文番号

※単3電池使用（別売）

※単3電池使用（別売）

¥1,450B

¥1,450B

本体価格
（税込￥1,595B）

本体価格
（税込￥1,595B）

（S-300）

（S-400）

416-0395
電波時計
ムーブメント395

425-27636
ギャラリークロック
φ35.5×0.9cm
本体価格

¥2,980C（税込￥3,278C）

（SK-27636）

¥2,000※

本体価格
（税込￥2,200※）

（S-RMC395）

板厚：1.4cm まで
穴の大きさ：0.8 ～１cm

注文番号 425-09014
ラウンドクロック

φ25.5×0.5cm

¥2,100

本体価格
（税込￥2,310）

（SK-09014）

注文番号 425-01119
時計プラーク 波型

30×40.5×2cm

¥3,800

本体価格
（税込￥4,180）

（SK-01119）

いつもあたたかい、お付き合いをありがとうございます。
新しいカタログはもうご覧いただけましたでしょうか？
商品は各メーカーの新パッケージに順次切り替わっていきますので、ご了承ください。
また、価格の表記は、値上げ後の価格を掲載させていただいております。
値上げ予定につきましては別紙をご参照下さい。
10
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416-0300
電波時計
ムーブメント300
注文番号

注文番号

注文番号

¥350※（税込￥385※）

（SH-25BK）
瀬戸山先生新刊素材
425-01119に使用

¥2,000※

本体価格
（税込￥2,200※）

（S-RMC300）

板厚：0.7cm まで
穴の大きさ：0.8 ～１cm

夏のオススメBOO K!
ペイントフレンド Vol.49

ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ

ハロウィン、クリスマス、お正月を描いた季節のテーマに「バラが好き」
人気のある
テーマをプラスしました。
連載2回目になる「弓部玲子の絵の具のある暮らし」
7月11日新発売！
「くまがいなおみのペイント塾」
好評です！

誰もが憧れるルドゥーテのバラをもう一度鑑賞してみませんか？
今、あらたに発見できることがあるのかもしれません。
こちらは、植物画の最高傑作『バラ図譜』
を当時の初版本より復刻。
169点の絵柄を1ページに1点ずつ掲載した美しい画集。
原本は、多色刷銅版画に手彩色をほどこしたもの。貴重な肉筆画2点も収録。

449-0299
Les Roses バラ図譜 新装版
著：ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ
注文番号

注文番号 438-0049
ペイントフレンドVol.49
本体価格

23×30×2cm

¥1,500K（税込￥1,650K）

本体価格

（PF-0049）ブティック社

¥3,200特（税込￥3,520特）

（ZU-0299）河出書房新社

ウッドバーニングのすべて

ラデュレ100枚レターブック

人気

独特のぬくもりと手作り感を感じられるこの技法で描いた飾りと実用品をたっぷり
紹介。初心者向けに写真を多用して解説した作品から、いつかは描いてみたい上級
者向け大作まで。ウッドバーニングの魅力をぎゅっと詰め込んだ一冊。
焦がして描くぬくもりのハンドメイド ウッドバーニングのすべて
(レディブティックシリーズno.8246)

注文番号 449-2031
ラデユレ100枚レターブック
著：メゾン・ラデュレ

A5判・216ページ
本体価格

¥2,000特（税込￥2,200特）

（ZUｰ2031）パイインターナショナル

ペイントクラフトデザインズ Vol.24

予告

401-80731
ペイントクラフト
デザインズ Vol.24
注文番号

NOW
PRINTING

313-8246
ウッドバーニングのすべて
注文番号

本体価格

¥1,500K（税込￥1,650K）

¥1,800K

本体価格
（税込￥1,980K）

＜マイペン用ペン先＞

大人気！

＊ウッドバーニングに向い
ている種類のみ紹介して
います。
トール ペインティ
ング＆クラフトカタログ6
(Ｐ.84)には他の種類のペ
ン先も掲載しています。

注文番号

443-0210

注文番号

マイペン用ペン先1B型 T21-B1
本体価格

¥1,500※（税込￥1,650※）（WB-21B10）

注文番号

443-2101

ハッコーマイペンα
本体価格 ¥15,000※

ソレイユ会員価格
（税込￥10,998）
（WB-210-1）

¥9,999

マイペン
アルファ
キャンペーン
第3弾！
有効期限
2022年
9月末日まで

Painter's Dog Vol.1

弓部玲子先生
くろあちゃん
1歳10ヶ月
ミニチュア・ダックスフンド

岩田京子先生
チェルシーちゃん
11歳
ティーカッププードル

本体価格

注文番号

443-0205

人気！

マイペン用ペン先0.5B型 T21-B05

443-0215

本体価格

¥1,500※（税込￥1,650※）（WB-21B05）

443-0220

¥1,500※（税込￥1,650※）（WB-21D45）

443-1130

マイペン用ペン先3K型 T21-K3
本体価格

¥2,700※（税込￥2,970※）（WB-21K3）

注文番号

マイペン用ペン先2B型 T21-B2
本体価格

本体価格

注文番号

¥1,500※（税込￥1,650※）（WB-21B15）

注文番号

443-0445

マイペン用ペン先4.5D型 T21-D45

マイペン用ペン先1.5B型 T21-B15

（税込￥16,500※）

9月まで
お待ちください！

（NV-80731）
日本ヴォーグ社

（BO-8246）ブティック社

注文番号

9月13日
（火）
新発売！

443-1400

マイペン用ペン先N型 T21-N

¥1,500※（税込￥1,650※）（WB-21B20）

本体価格

¥1,500※（税込￥1,650※）（WB-21N）

今号では、ペインターさんの可愛いワンちゃんが大集合です！
次号でもワンちゃんをご紹介いたします。＜メール送り先＞kikaku3@sun-k.co.jp

瑠香先生
メルモちゃん
4歳
ミックス犬(チワマル)

柏谷秀子先生
フィルくん
9歳
チワプー (チワワとトイ
プードルのミックス犬です)

埜口智佳子
むうちゃん
1歳
マルチーズ

下島様
ルルちゃん
5歳
ボストンテリア

舟橋様
マックスくん
2歳
ラブラドールレトリバー
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銀座ソレイユ フォークアート アカデミー

国 内 セミナー
セ
インフォメーション
●はじめにお読みください
お申込みは専用電話又は銀座ソレイユホームページ（www.ginza-soleil.jp）
のセミナーページからの受付となります。別番号からの受付はいたしか
ねますのでご注意ください。会員の方は、あらかじめ会員番号をご用意
してお電話してください。ホームページからのお申込みの場合、受講料
ホームページ
のクレジットカード決済が可能です。各コースとも定員になり次第、締め
切らせていただきます。受講料のお支払い方法はセミナー、会場ごとにそれぞれ異なりますの
で、
ご確認ください。振込手数料はお客様負担となります。
ご入金後、
お客様のご都合によるキャンセルの場合、
振り込み手数料を差し引いてご返金致します。

※オンラインレッスンは銀座ソレイユHPからのお申込みのみとなります。
※スペシャルwoodを使用するセミナーは各校に素材をご用意しております。
キャンセルポリシー

セミナーご予約後キャンセルされる場合は、弊社キャンセルポリシーに基づき、キャン
セル料が発生いたします。申込み前に必ずご確認ください。
◎キャンセル料 セミナー2週間前まで：無料／セミナー13日前～当日：受講料100％

お申込み・お問い合せはお電話またはホームページで！

●お申込み・お問い合せ先

東京

大阪

銀座ソレイユ 本校
☎03-6263-2051

銀座ソレイユ
大阪教室（新大阪駅）

☎03-6263-2051

●ゆうちょ銀行 10140-46211511
〇一八（ゼロイチハチ）支店普通 4621151 口座名（株）サン-ケイ

東京会場の受講料は振込またはアカデミー受付
にてお支払いください。
●ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行口座へのお振込の場合：
ゆうちょ銀行 10160-86926011 口座名（株）サン-ケイ

名古屋

※他の銀行からゆうちょ銀行へのお振込の場合：
ゆうちょ銀行 〇一八（ゼロイチハチ）支店
普 8692601 口座名（株）
サン- ケイ

銀座ソレイユ 名古屋校
☎052-744-0451

名古屋会場の受講料は店頭または現金書留にて
お支払いください。

受講料は税込表示となります。※ソレイユ会員・JCA会員様でない方は受講料1日につき￥1,000＋税 の追加料金をいただきます。

https://www.ginza-soleil.jp

電話受付時間 9：30～17：30

初心者歓迎!

どのレッスンも3時間で描いて(作って)
当日仕上がる！

Petit Lessonフェア

トールペイント・クラフトといっても、たくさんの種類・スタイルがあります☆
Petit Lessonフェアでは、気になるレッスンを お得に！短時間で！
しかも仕上げてお持ち帰りいただくお得なLessonです。
初心者の方も☆経験者さんも大歓迎！
受講料：￥3,960
（税込）
素材別
お好きなLessonをぜひ見つけてくださいね
時 間：10：30～13：30
※筆をお持ちでない方はレンタル
（￥300税込）もございます。
Petit Lessonフェアは下準備済の素材を当日ご購入いただきます。

8月5日（金）
yuka

アトリエ小さなお花畑

まるたまクラフト

高畑 久美子

セミナー番号：JZ-01099

セミナー番号：JZ-01100

樹脂粘土で金太郎飴の技法を使い水
風船（ヨーヨー）10個程作り、チャーム
とネックレスに加工します。
（各1個）
見本サイズ：長辺約2㎝。多少の変更は
可能です。ベース色を見本（白・黄色・
水色）から1色お選びください。模様の
4色ご用意しますので、お好きな組み
合わせでお作りください。
ご予約時に
ベース色をご指定ください。

美女と野獣の曲に合わせ、可愛い野獣とベ
ルが幸せそうにくるくる。
その様子をガラス窓から覗く感じで萌え
感MAXです！
真夏のレッスンに相応しく、涼やかに仕上
げました。

9月4日（日）
クレイジュエルスクール

【材料】
スペシャル素材
￥4,095（税込）
【持ち物】
0/10ライナー筆
平筆0号
ステンシルスポンジ中

藤井 里枝

ポリマークレイを使って天然石風な
パーツを作ります。作ったパーツで世
界に一つのオリジナルアクセサリー
(イヤリングピアス)に仕上げます。
はじめての方でもクレイの扱い方か
らレクチャーいたします。
※ご予約時にイヤリングかピアスか
お選びください。
【材料】
CERNIT トランスルーセント
（１個）
（159-21005）
別途パーツ代¥1,200(税込)
【持ち物】
特になし
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9月5日（月）

ポリマークレイ

「ポリマークレイで作るジェムストーンアクセサリー」
セミナー番号：JZ-011101

11名限定

「真夏の美女と野獣のオルゴール」

【材料】
フィモソフト
（白・黄・水色どれか１つ）
別途パーツ代¥700(税込)
【持ち物】
特になし
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8月7日（日）

ポリマークレイ

「水風船のアクセサリー」

※一部例外有り

アトリエタフィー

吉岡 美千代

「マーレライのさわやかプレート」
～はじめてさんにもできるマーレライ～
セミナー番号：JZ-01102
さわ や かで明 るい 気 持ち に なりたい 人 に
ピッタリ。お習字のような筆使いで早く仕上
がります。
ヨーロッパの雰囲気が好きな方は
ぜひ体験してくださいね!
※ワイヤー参考です

【材料】
プロビンシャルプラーク 中
（425-01257）
【持ち物】
丸筆３・４号
ライナー０・２号、
スタイラス
平筆3/4号

素材は作品見本と異なります

銀座ソレイユ フォークアート アカデミー

9月6日（火）
Country Mile

ウッドバーニング

＋

ペイント

伊豆 里美

9月27日（火）
アトリエPalette-Y

ウッドバーニング

ペイント

平野 ゆうこ

「静かなるアイドル」

「野ぶどうのリース」

セミナー番号：JZ-01103

セミナー番号：JZ-01104

ウッドバーニングとペイントで
描きます。

ウッドバーニングとペイントで
描きます。

【材料】
マルチフレーム20cm×20cm
（426-043）
【持ち物】
丸筆1号
フィルバート筆2・6号
ライナー筆10/0号

＋

【材料】
リースS
(425-00156)
【持ち物】
アンギュラー筆1/4
丸筆0号
平筆 大

9月29日（木）
ジョストボベーシックエンジョイコース講師

関根 和子

「マムの秋」

10月4日（火）
アトリエマキコ

猪俣 まき子

「黄色いバラのリース」

セミナー番号：JZ-01105

セミナー番号：JZ-01106

ジョストボのテクニックを学べるプチレッスン。
繊細なデザインを描いてみませんか？

【材料】
リースS
(425-00156)
【持ち物】
アンギュラー筆3/8
フィルバート筆2・4号
平筆10・12・14号
ステンシルブラシ3号
ショートラウンド6号
スクリプトライナー筆20/0号

【材料】
フラワープラーク中
(425-01263)
【持ち物】
ロシアンコリンスキー
ラウンド筆2・3号
フィルバート筆6号
スクリプトライナー筆1号

10月4日（火）
ジョストボグレードマスター講師

大堀 美恵子

「バラと青い鳥」

ティン素材に専用の絵の具で
描きます。ティンに描くコツを
お教えします。すみれも鈴蘭
も簡単に描けちゃいます♪
シャビー シックな ポットは
じょうや花瓶、鉢植えとして
も使用できます。
（絵具付き)

【材料】
ウッドフラワーベース
（2本）
(470-00038)
【持ち物】
ロシアンコリンスキー
丸筆2・3号
フィルバート筆6号
スクリプトライナー筆1号

結束 康子

6 名限定

【材料】
素材：スペシャル素材
￥2,500（絵具代・税込)
【持ち物】
ライナー筆
丸筆2号、平筆4号
スタイラス

10月16日（日）

レザークラフト
Sophia Shiny

ポリマークレイ

野上 京子

「赤い実のネックレス」

セミナー番号：JZ-01109

セミナー番号：JZ-01110

ぷっくらかわいいレザーのポーチを作りま
しょう。
チェーンは参考です。
事前に下準備をしているのでトンカチ等は
使用せず、
縫うところから始まります。
サイズ
縦約21㎝×横約14.5㎝

今人気のポリマークレイを使って
アクセサリーをつくります。粘土を
オーブンで焼成する楽しいクラフト
です。

【材料】
スペシャル素材
￥5,200
（税込）
【持ち物】
特になし

田邊 晶子

セミナー番号：JZ-01108

ジョストボのテクニック
を使ってバ ラと青い 鳥
を描いていきます。

「ぷっくらポーチ」

大高吟子ほうろうペインティングMeister認定講師

「すみれと鈴蘭のウォーターポット」

セミナー番号：JZ-01107

10月16日（日）

10月7日（金）

【材料】
Premo！ ポメグラネット
（163-05026）
Premo！ オレンジ
（163-05033）
別途パーツ代￥250（税込）
【持ち物】
特になし
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11月6日（日）
Atelier Fatafioretta

栗原 美雪

「クリスマスブーツ」
セミナー番号：JZ-01111
カルトナージュとトールペイントで可愛い
ブーツ（サイズ：縦14×横8.5×高さ16㎝）
を作って、
楽しいクリスマスを迎えましょう！
（生地＆リボンは、数種類からお好きなも
のを選んでお作りいただきます）
【材料】
スペシャル素材
￥2,210
（税込）
【持ち物】
ライナー筆2/0号
平筆2・4・6号
丸筆2号
ドライブラシ

東京

9月22日（木）

カルトナージュ

瀬戸山桂子認定講師

シルクスクリーン

＋

ペイント

渡辺 照美

「メガネスタンド」
セミナー番号：JZ-01112
シルクスクリーンとペイントで、素敵なメガネ
スタンドを作ります。バラの描き方、
シルクスク
リーン両方学べるお得なレッスンです。

【材料】
スペシャル素材
￥455（税込）
【持ち物】
フィルバート筆4・6・8・10号
ライナー筆10/0号
モップ筆5号

根来 雪絵
「ミニチュアカップボード」

イエロー系・ピンク系・ホワイトの３種
よりお選び頂きお申込みください。

カルトナージュ 1DAY

●

日

時：8 月 27日（土）
10：30 ～ 15：00

ホワイト

セミナー番号：JZ-01082
● 受講料：￥6,800（税込）
● 素 材：スペシャル素材
￥3,850（税込）ミニチュアの陶器付き

ピンク系

●

イエロー系

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。

東京

川島 詠子
「Mon coffre a tresor」

東京

咲き誇る薔薇の時間を一瞬
止 めたような ボックス。あ
の頃の宝物をそっと入れま
しょう。

新貝 美代子
「Flower Candle Ring」

淡い色合いのチューリップと上品な
バラを描きます。初心者の方も丁寧
にご指導いたします。

アクリル 1DAY
アクリル 1DAY

●

日

時：7月16 日（土）
10：30 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01071
受講料：￥7,900（税込）
● 素 材：かぶせ箱丸型（大）
（425-03600）
●
●

※素材は各自で購入していただきます。

東京

●

日

時：7月19 日（火）
10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01054
● 受講料：￥7,350（税込）
● 素 材：アメリカンタバーン
プラーク(425-00669)
●

※素材は各自で購入していただきます。

新貝 美代子
「Autumn Arrangement」

「Seasons Greetings」

丸 み をおび たかわいいローズ
と、色とりどりのお花のアーチ
が 生き生きと描かれています。
初めての方もお気軽にご参加く
ださい。

X'masカードのような、ワクワク楽
しいデザインです。
今年はどんなプレゼントが届くで
しょう？

アクリル 1DAY

アクリル 1DAY

日

時：9 月 20 日（火）
10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01137
● 受講料：￥7,350（税込）
● 素 材：スカラッププラーク 小（425-00365）
●

※素材は各自で購入していただきます。

14

●

TOLE PAINT NEWS 144

日

時：10 月18 日（火）
10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01138
受講料：￥7,350（税込）
素 材：オクタゴンフレーム（425-00638）
※素材は各自で購入していただきます。

銀座ソレイユ フォークアート アカデミー
東京

渡辺 洋子
「鳥とグーズベリー」

「鳥とブルーベリー」

ジョストボの鳥の絵はとて
も繊 細で時間がかかりま
すが、このシリーズの鳥は
ジョストボ経験者でなくて
もライナー筆を扱える方で
あれば描けるようにデザイ
ンされています。

ジョストボ初心者の方も丁
寧にご指導いたします。お
気軽にご参加ください。

アクリル 1DAY

アクリル 1DAY

日 時：7月 24 日（日）10：30 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01080
● 受講料：￥7,100（税込）
● 素 材：スペシャル素材￥3,070（税・仕上げ代込み）
●
●

日 時：8 月 28 日（日）10：30 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01083
受講料：￥7,100（税込）
素 材：スペシャル素材￥3,070（税・仕上げ代込み）

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。

東京

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。

川島 詠子
「Rose pourpre」

「Rose de Noel」

新刊本の中から・・・花のラッ
ピングのようにペイントを散
りばめましょう。

控 え め にうつ む いたクリスマス
ローズ。ローズのリースでXmasを
迎えましょう。

アクリル 1DAY

アクリル 1DAY

日 時：8 月 29 日（月）10：30 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01146
● 受講料：￥8,200（税込）
● 素 材：立方体ボックス（425-01640）

日 時：10 月 22 日（土）10：30 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01147
● 受講料：￥8,200（税込）
● 素 材：ノルディックパネルアウター（470-00014）

●

●

●

●

※素材は各自で購入していただきます。

東京

大塚 吉朗
「マイセン森の声風～小鉢２ヶセット～第２弾」

※素材は各自で購入していただきます。

東京

直径約10φの小鉢を２つ描き
ます。ご自身で描いた器に、お
料理を入れて楽しめます。初心
者の方も大歓 迎です。お 気 軽
にご参加ください。
焼成後、後日のお渡しとなりま
す。
上絵付

アクリル 1DAY

日 時：9 月 3 日（土）10：00 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01140
● 受講料：￥8,200（税込）
● 素 材：額 長方形（425-03016）

●

●

●

●

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。

東京

「ゆっくり話そう♪」

たわわに実ったぶどうを
ウォッシュで優しく描きま
しょう。主張しすぎないデ
ザインでお部屋のインテリ
アにもなじみます。

1DAY

日 時：9 月 4 日（日）10：30 ～ 16：30
セミナー番号：JZ-01139
● 受講料：￥9,000（税込）
● 素 材：スペシャル素材（焼成込）

押見 素子

※素材は各自で購入していただきます。

MASAKO

スクラップブッキング
「Halloween Haunted House」

秋のお部屋に映えるハロウィン壁掛け飾りを作りましょう～ビギナーさんでも大丈夫。
写真入替可能式。フレームのMasako撮影写真プレゼント。
ご自身の写真を使いたい方はKGはがきサイズ写真をお持ちください。
魔女のお姫様と執事が住むHaunted House、ヨーロッパから取り寄せた蜘蛛のジェムや
ゴシッククロスなどこだわりの材料で作りました。板の様に分厚いしっかりした作品です。

スクラップ
ブッキング

半日

日 時：9 月 9 日（金）10：30 ～ 13：30
セミナー番号：JZ-01084
● 受講料：￥5,700（税込）
● 素 材：スペシャル素材￥3,900( 税込）
●
●

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。
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東京

小菅 清美

東京

「手描き水彩画風のTシャツ」

布用絵の具セタシルクとグッタ
を使用して、水彩画風の絵を描
きます。

宇田 由恵
「Coming soon」

Xmasに向けて・・・
キャンドルディッシュまたは
花台にお使いいただけます。

※素材は Tシャツ・ブラウス等、
お好みの物を用意ください。
※必ず淡い色の物にしてください。
（濃い色の布には発色しません）

ファブリック 1DAY
ペイント

アクリル 1DAY

日 時：10 月 25 日（火）10：30 ～ 15：10
セミナー番号：JZ-01097
● 受講料：￥6,000（税込）
● 素 材：材料費￥1,930（税込）

日 時：10 月 28 日（金）10：00 ～ 15：30
セミナー番号：JZ-01145
● 受講料：￥9,000（税・施設費込）
● 素 材：サークルプラーク中（425-01277）
＋別途パーツ

●

●

●

●

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。

東京

※素材は各自で購入していただきます。

瀬戸山 桂子

ご卒業おめでとうございます

「chute de neige ～スノードロップの花～」

花びらの帽子をかぶったこの子は
お花が大好き、スノードロップの
妖精みたい。

銀座ソレイユフォークアートアカデミーの最終コースを終え、
認定証を取得された卒業生を発表いたします。
今後のご活躍を願っております。

鈴木 恵ナチュラルペイント
有留裕子
（本校） 三浦予之子
（本校）
山脇啓子
（本校）

アクリル 1DAY

●

時：10 月 29 日（土）

日

森 初子フォークアートM

10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01148
● 受講料：￥9,300（税・施設費込）
● 素 材：アートフレーム J（433-437）
●

志村美智子
（本校） 竹内晋子
（本校）

※素材は各自で購入していただきます。

東京

森 初子 定期クラス
「フォークアートクラス」

アクリル

募集中

森初子先生のフォークアートを基礎からじっくり学んでみませんか？
森先生の作品は描写が細かく、とても繊細です。描くのにはとっても
時間がかかると思っている方も多いと思いますが、空・海・木々など手
早く簡単に質感が出る方法で描いています。憧れの風景をこの機会に
しっかり学ぶチャンスです！
ぜひこの機会にご参加ください。

東京

藤野 左恵子

定期クラス

アクリル

募集中

「ドリームベア」

アメリカのトールペイント作
家デザインを幅広く学べる
クラスです。キュートでユー
モアたっぷりのデザインを
ご自身の ペースでしっかり
学べます。

日 時：毎月第4土曜クラスまたは第4水曜クラス 10：30 ～ 16：10
受講料：￥8,580（税・施設費込）
※月謝制。欠席月も受講料がかかります

素

材：カリキュラムに準ずる

森初子プロフィール
第7回ソレイユコンテストグランプリ受賞
SDP 永久保存コレクションに作品提供
手芸普及協会白磁ペイントエリアディレクター
著書『ヨーロピアンヘリテイジ』
（サン-ケイ刊）
『ヨーロピアンペインティング』
（ブティック社刊）
『ヨーロピアンヘリテイジⅡ』
（サン-ケイ刊）
アトリエ
「フォークアートＭ」主宰
ホームページアドレス：http://wwwfolk-art-m.com
フェイスブック・森初子ページ：
face Book site‐facebook.com/HatsukoMori
フェイスブック・フォークアートM公式ページ：
face Book site‐facebook.com/FolkArtM

難しそうに思える遠近法や空や水などの質感の表現を、
一緒にトールを楽しみながら学びましょう！

＜トール定期教室＞
森初子オリジナルデザインのランドスケープ、アッセンデルフト、ヒンデ
ローペンを学べるクラスです。ヨーロッパの風景にフォークアートをか
らめた作品を、カラーステップなど充実したテキストを使用しておよそ
2レッスンで1作品を完成します。じっくりと完成度の高い作品に仕上げ
ていけるようにモニターで手元を見ながら全員で一緒に描くセミナー形
式でご指導いたします。中級を修了されるとカリキュラム作品の指導を
開始することができ、講師科卒業後は認定講師として、公認教室を開く
ことができます。

日

時：毎月第 3 水曜
10：30 ～ 13：00
13：40 ～ 16：10

受講料：￥3,800（1レッスン／半日）
素 材：カリキュラムに準ずる

銀座ソレイユスタッフによるオーブンクレイの
ワークショップ
～クレイで作るマグノリアとユーカリ～
クレイで作ったミニマルなブーケを、
ナチュラルなジュート素材にあしらっ
てみました。
今、流行りのジュード素材のバックと
相性ぴったりですね。
オーブンクレイを使ったことのない方
も是非ご参加ください。

日

時：8 月 23 日（火）10：30 ～ 12：30

8 月 30 日（火）10：30 ～ 12：30

セミナー番号：JZ-01154
受講料：￥2,500( 税・材料・ドリンク付き)

定員 5 名

※材料代・ドリンク付きのスペシャルな価格でご受講いただけます
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～ご都合に合わせて選べる～
オンライン

＋ 対面

銀座ソレイユ対面＆オンラインレッスン
対面で直接学びたい方、ご自宅でZOOMで学びたい方お好きな受講スタイルをお選びいただけます。
（お申込時にお選びください）対面レッスンご希望の方は銀座ソレイユ本校での受講となります。
（9/29中村尚子のみ名古屋校での受講です）
セミナーお申込み者には、レッスン内容を録画した動画を、2週間公開しています。
当日ご欠席されても、ご自宅で自習が可能です☆

中村 尚子

宮柱 久子

「ななのおでかけ」

「ポワン・ド・ローズのスカラップ」

手 づ くり の 絵 本 や 写 真 を
貼ったり、大事なことを書き
とめるノートにしたり、初心
者でも気軽に楽しめる表紙
を描くセミナーです。今回は
オンラインもあります。

女性の誰もが憧れる繊細なアン
ティークレースを描きます。オリ
ジナルレースシートで誰でも簡
単に描けるので初心者さんも安
心してお申込みください。

東京
対面

アクリル 1DAY

アクリル

●

半日

日

時：8 月10 日（水）
10：30 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01142
● 受講料：￥7,100( 税込 )
● 素 材：ポワンド・ローズのスカラップキット（417-2451）
●

日 時：9 月 29 日（木）13：30 ～ 16:00
セミナー番号：JZ-01120
● 受講料：￥4,050( 税込 )
● 素 材：スペシャル素材
●
●

※素材は各自で購入していただきます。

※スペシャル素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

東京

弓部 玲子
アンティークな古書とベビーシューズのモ
チーフ。繊細なデザインにため息がもれます。

●

日

2DAYS

日
素

時：毎月第 2 木曜 10：30 ～ 14：30
材：カリキュラムに準ずる
1999年オランダ・フローラルペインティングとしてオリジナ
ルカリキュラムスタート
2001年フランス<ロートレック100年祭>にて
「ミディ・ピレネ
ジャポン協会会長賞」受賞
2009年銀座ソレイユ本校で定期クラス開講
2010年<宮柱久子の暮らしにとけこむトールペインティング
LACE1>出版
東京・大阪・北海道とレッスンを展開中。
オリジナルトレースシートを使用して、簡単で繊細なレース模
様が描けるカリキュラムが好評

東京
対面

10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01141
● 受講料：￥18,600( 税込 )
● 素 材：R31フレーム スプタンダール長方形（470-00036）
●

※素材は各自で購入していただきます。

吉武 由美

Rika（村松里香）

「本革ポーチのバックチャームとファーとウールのカメリア」

「フルーツとダリアのコンポート」

パール の 持ち手付き本 革 ポーチ
（ バッグチ ャーム ）は、ポケット
ティッシュがちょうど入る大きさ
です。ピンクとベージュ、お申し込
み時に色をお選びください。起毛
ウール＆ファーのカメリアと２点
セットのレッスンです。

アンティークな古書とベビーシューズの
モチーフ。繊細なデザインにため息がも
れます。

●

日

アクリル

「宮柱久子オランダローズレースペインティング」

時：9 月17日（土）・10 月 22 日（土）

オイル 1.5DAYS

募集中

一筆書きのヨーロピアンペイントとオリジナルレースパターンの繊細な
組合せで描いていきます。多様なレースもフェイクイックレースシートを
使用すれば誰でも簡単にレースを描けます。

「deart hings 愛おしきもの」

オイル

定期クラス

東京
対面

時：10 月 8 日（土）

10：00 ～ 16：00

11月12 日（土）

アクセサリー 1DAY

10：00 ～ 12：30

セミナー番号：JZ-01153
● 受講料：￥12,650( 税込 )
● 素 材：R31ニュースクエアフレーム
(425-00231)

日 時：9 月 25 日（日）10：30 ～ 13：30
セミナー番号：JZ-01089
● 受講料：￥4,800( 税込 )
● 素 材：スペシャル素材￥4,000（税込）
●

●

※素材は各自で購入していただきます。

東京
対面

●
※作品写真と指定素材は
異なります。

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。
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大西 かをり

RoseBlush

「ハロウィンパーティーはじまるよ♪ちびっこたちいらっしゃい～」 「ラプンツェル」
茶 系色鉛 筆でスケッチす
るように下絵を描いてぬ
り絵感覚で色付けする描
き方です。簡単だけどニュ
アンスのある絵に仕上が
るスケッチペイントをお楽
しみ頂けます。
東京
対面

アクリル 1DAY

東京
対面

アクリル 1DAY

●

日 時：10 月7日（金）10：30 ～ 15：00（途中休憩あり）
セミナー番号：JZ-01094
● 受講料：￥6,440( 税込 )
インストラクション代別途￥600（税込）
● 素 材：スクエアプラーク ワイド（425-00362）
●
●

日

時：7月 27日（水）
10：00 ～ 16:00

セミナー番号：JZ-01061
● 受講料：￥9,300( 税込 )
● 素 材：スペシャル素材
●

デザイン：ボビータカシマ

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。

※素材は各自で購入していただきます。

「オズローズモリングBOX」

小林 万里
「The Acorn Fairy」
イギリスの 挿 絵 画 家、シシ
リー・メアリー・バーカーの
「花の妖精」をアクリル絵の
具で水彩画風に描いていき
ます。どんぐりの 帽 子をか
ぶった可愛いフェアリーを一
緒に描いてみませんか？

アクリル 2DAYS

東京
対面

デザイン：Jo Sonja

日 時：9 月 28 日（水）・10 月 26 日（水）10：00 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01144
● 受講料：￥15,300( 税込 )
● 素 材：スペシャル素材
●
●

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。

種坂 恵
アクリル 1DAY

●

日

「Santa&the Frost Fairy」

東京
対面

時：10 月11日（火）
10：30 〜14：30

セミナー番号：JZ-01095
● 受講料：￥5,780( 税込 )
● 素 材：ポリレジンフレームアンティークリボン縦長（433-388）
●

毎年恒例のX'masセミナー！
シャーリー・ウィルソンのかわいいサ
ンタを描きます。今年は対面 or オン
ラインが選べます。

※素材は各自で購入していただきます。

東京
対面

アクリル 1DAY

堀江 るり子

●

「Treasured Times ～Winter」
上 野動物園の双子
のパンダ 誕 生を記
念して、かわいいパ
ンダ を描 いてみま
せんか。オパールダ
スト、ダイヤモンド
ダストを使ってキラ
キラ感を出します。
ダイヤのビジューも
つけて、更に華やか
さをプラスします。

アクリル 1DAY

時：10 月 28 日（金）
10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01143
デザイン：シャーリー・ウィルソン
● 受講料：￥7,100( 税込 )
● 素 材：ワイドエッジオーバル大（425-08911）
●

※素材は各自で購入していただきます。

堀江 るり子
「Bear's Wagon」

東京
対面

デザイン：ジェイミー・ミルズ・プライス
写真はイメージ・素材は変更となります

日 時：10 月 25 日（火）10：00 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01096
● 受講料：￥7,100( 税込 )
● 素 材：フラワープラーク（大）
（425-01294）

18

日

ラン ディローレイの ワゴンシ
リーズの冬バージョンです。お
もちゃをたくさん積んだクリス
マスワゴンを引く、クマがユー
モ ラス に 描 か れてい ます。ス
ティップルで、点描画のように
仕上げます。
アクリル 1DAY

東京
対面

デザイン：ランデイ・ローレイ

日 時：11月 22 日（火）10：00 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01098
● 受講料：￥7,100( 税込 )
● 素 材：フレーム付きカレンダーボード（ワイド）
（425-00043）

●

●

●

●

※素材は各自で購入していただきます。

※素材は各自で購入していただきます。
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オンライン

銀座ソレイユ オンラインレッスン

zoomでのオンラインレッスン♪アクリル・オイルのトールペイント・ほうろうペイントなど、
さまざまなラインナップをご用意しております。zoomが初めてで不安な方も、
丁寧にサポー
トしますので、安心してご参加ください。レッスンはどの端末からもご参加いただけますが、
画面が大きいタブレットや、PCをお勧めいたします。 ※オンラインレッスンは銀座ソレイ
ユホームページからのお申込みのみとなります。
（電話申込みはできません）
https://ginza-soleil.jp/seminars/seminar-area/online-lesson

森 初子 第Ⅲ弾

国吉 明子

「アッセンデルフト・ヴィンテージコレクション」
森初子先生のシックなアッセンデルフトコレクションを一緒に描きましょう。お
部屋のインテリアとして学びながら楽しめます。
楽しく・気軽に・短時間で描きたいお花がワンレッスンで描けます！
＊いつもは一色で描く事が多いアネモネを多色で描いてみました。多色にした時
の色の合わせ方や、描きにくい明るい背景に明るい花を描く時の工夫なども
レッスンで学んで頂きます。

ペインターが教えるリラックス講座

笑顔美人は生き生きした目元から!!
[お疲れ目回復セルフケア」
ながく続くコロナ禍に於いて、私達の生活スタイルも変化せざるを得なくなっ
ています。在宅ワークなどが増え、PC.スマホなどの作業が多くなっています
ね。その影響で目の疲れを訴える方が多くなっています。
そこでお疲れ目を感じたら～すぐにセルフケアを!!
簡単ケアで疲れ目知らず。快適、スッキリと過ごしましょう!!

国吉明子
（トールペインター＆鍼灸師・神経反射療法士）

アクリル

●

日

半日

＊1989年ジャパンカントリーアート１期卒業後、初期海
外ペインターに直接師事
自宅＆カルチャーセンターでクラス開催中
＊2008年Holistic Care Salon”Tia’s Balance”開業
美容面他社会・学校で生き辛さを抱えている方のご家族
に自宅での最新ホームケアを対面・オンラインで指導中
＊メディア掲載：セラピスト2020/4月号
「美と健康のフェ
イシャル」特集 HP: https://tiasbalance.com/

「Anemone」

時：8 月 2 日（火）№ 8.「Anemone」アネモネ

11月 8 日（火）・12 月13 日（火）
11月と12 月の作品は TPN145 号でご案内いたします
10：30 ～ 13：00

セミナー番号：アネモネ：JZ-01026
● 受講料：￥5,450（税込） インスト代別途￥600（税込）
● 素 材：R31ニューフレーム ミニ（470-00033）

半日

●

日

時：7月15 日（金）・8 月 5 日（金）・9 月 9 日（金）
17：00 ～ 17：30
３日間共内容は同じです。ご都合の良い日程をお選びください

●

※素材は各自で購入していただきます。

藤崎 ミサ子
「Box bouquet」

●
●

セミナー番号：JZ-01079
受講料：￥2,200（税込）

藤崎 ミサ子
「white pumpkin」

ピンクのバラをブラックのBOXにアレンジ
したシャビーシックな雰囲気の作品です。
フィルバートの筆とメディウムで描いてみ
ませんか？

White Pumpkinにプチアレンジした
大人可愛いハロウィン作品。一輪の
アイボリーのバラをシェダー筆とメ
ディウムを使って仕上げます。

アクリル １DAY

アクリル

日 時：8 月1日（月）10：30 〜14：00
セミナー番号：JZ-01081
● 受講料：￥5,450( 税込 )
● 素 材：スクエアプラーク（425-00362）

半日

日 時：10 月 6 日（木）10：30 〜13：30
セミナー番号：JZ-01093
● 受講料：￥4,460( 税込 )
● 素 材：コーナープラーク 中（425-01279）

●

●

●

●

※素材は各自で購入していただきます。

※素材は各自で購入していただきます。
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アトリエタフィー

吉岡 美千代

「マーレライのさわやかプレート」
～はじめてさんにもできるマーレライ～
さわやかで明るい気持ちになりたい
人にピッタリ。お習字のような筆使
いで早く仕上がります。ヨーロッパの
雰囲気が好きな方はぜひ体験してく
ださいね! ※ワイヤーは参考です
アクリル

●

日

東京

吉岡 美代子 定期クラス
「バウエルンマーレライ」

アクリル

募集中

ドイツのバウエルンマーレライを基礎から
しっかり学べるクラスです。初心者の方も
安心してご参加ください。

日

時：毎月第 2 日曜
10：30 ～ 16：10

半日

受講料：￥8,450（税・施設費込）
素 材：カリキュラムに準ずる

時：9 月 5 日（月）
10：30 ～ 13：30

セミナー番号：JZ-01113
作品見本と素材は異なります
● 受講料：￥4,460( 税込 )
● 素 材：プロビンシャルプラーク 中（425-01257）
●

※素材は各自で購入していただきます。

ファンシーペインティング

栗原 寿雅子

富永 ゆかり 8 名限定
「フクロウとお花のWELCOMEサイン」
明るいビタミンカラーでお客さまをお迎え！ ラッキーモチーフのフクロウ・
四つ葉、そして金運UPの黄色いお花を楽しく描きましょう♪

「ふたごリスのホームスイートホーム」
リスはスポンジングで色を重ね、
柔らかい雰囲気を出します。
周囲の葉や実はウォッシュで滲ま
せ水彩風に描きます。

アクリル

半日

日 時：9 月13 日（火）10：00 ～ 14：00
セミナー番号：JZ-01085
● 受講料：￥4,460( 税込 ) インストラクション代￥600（税込）
● 素 材：WELCOME ロゴサイン（425-00175）
お花のカットアウトセット(30 パーツ入り）
（433-526）
スペシャルキット
フクロウのカットアウト
（5 個 アトリエシュエットオリジナル）
土台板 1本・他材料 ￥880（税込・送料別途）
●

アクリル

●

半日

日 時：9 月12 日（月）10：30 ～ 13：30
セミナー番号：JZ-01117
● 受講料：￥4,460( 税込 )
● 素 材：エレガントプラーク中（425-01259）
●
●

※素材は各自で購入していただきます。

※素材は各自で購入していただきます。

山崎 裕子
「レッドローズのエチュード」
「レッドローズとポインセチアのクリスマスリース」
初心者の方は必ず9月、10月、11月の3Daysを受講
してください。

オイル

●

日

3DAYS

時：9 月 20 日（火）10：30 ～ 14：30

10 月18 日（火）・11月15 日（火）

オイル

●

セミナー番号：JZ-01087
● 受講料：￥18,100( 税込 )
● 素 材：角スペシャル素材￥2,500（税込）予価

●

●

※素材は各自で購入していただきます。

※写真はイメージ素材は変更となります。

大高 吟子

初心者向け 限定12 名

初心者向け ほうろうペインティングで描く
「お花のキャニスター＆ミニマグセット」
可愛らしいお花のデザイン、下準備なし、ほうろうペイン
ティング初めてさん、大歓迎です。
ほうろう
１DAY
ペイント

●

日

時：9 月 22 日（木）10：00 ～ 16：00
（ランチ休憩２時間あり）

セミナー番号：JZ-01088
受講料：￥8,200( 税込 )
インストラクション代別途￥1,650（税込）
● 素 材：スペシャル素材￥1,420（税込）
●
●

※スペシャル素材は銀座ソレイユ本校でご用意しております。
※初めてのご参加で、ペベオ・ポーセレン150GINKO セレクトカラーの
絵の具を購入ご希望の方は、お申込み時にお知らせください。

20

時：10 月18 日（火）
・11月15 日（火）
10：30 ～ 16：00

10：30 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01086
● 受講料：￥26,100( 税込 )
● 素 材：角型フレーム（426-009）

日

2DAYS
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シェリー・C・ネルソン
アメリカを代表するコントラストが美しいアメリカコガラを描きます。日本の皆さんに再びお会いできることを心から楽しみにしています。
☆ズームセミナーでは日本語のわかりやすい解説がついております。

Chickadee and Common Lilac
「アメリカコガラとライラック」

サマーバウンディー「夏の素敵な贈り物」

プロフィール

シェリー・C・ネルソン

オイル ２DAYS

日 時：9 月 27日（火）・9 月 28 日（水）9：00 ～ 12:00
セミナー番号：JZ-01090
● 受講料：￥22,000( 税・インストラクション・動画付き)
● 素 材：イタリアンフレーム D オーバル中
（425-00644）

オイル ２DAYS

日 時：11月1日（火）・11月 2 日（水）9：00 ～ 12:00
セミナー番号：JZ-01091
● 受講料：￥22,000( 税・インストラクション・動画付き)
● 素 材：フレーム付きカレンダーボード（ワイド）
(425-00043)

●
●

●
●

※素材は各自で購入していただきます。

※素材は各自で購入していただきます。

井下 尚子
「森の子リスとブランコ」
秋になったらすぐに飾れる、とってもか
わいい作品です♡
りすさんがブランコのってます♪

アクリル

●

日

半日

ジョストボベーシック エンジョイコース講師

「マムの秋」
ジャストボテクニックを学びませんか？
繊細なデザインを描いてみましょう。

アクリル

時：8 月18 日（木）
10：30 ～ 13：00

●

日

半日

時：9 月 29 日（木）
10：30 ～ 13：30

●

セミナー番号：JZ-01121
● 受講料：￥4,050( 税込 )
● 素 材：ポリレジンフレームスクエア（433-392）

●

※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

※素材は各自で購入していただきます。

小林 真紀子
「Smoked Pink Roses ＆ Rabbits」
Smoked Pinkの同じ色を使っ
て2種類のバラを描きます。
セットデザインの
『 ＆ Rabbits』の デ ザインも
時間内にレッスンします。

アクリル １DAY

日 時：9 月 30 日（金）10：00 ～ 14：00
セミナー番号：JZ-01092
● 受講料：￥5,780( 税込 )
● 素 材：インキーパーサイン 小（425-04071）
ワイドサイン 中（425-01269）

関根 和子

セミナー番号：JZ-01114
● 受講料：￥4,460( 税込 )
● 素 材：フラワープラーク 中（425-01263）

大倉 美和
「ハロウィン・リース」
※サークルの中の猫を描きます。
ラフィア、星形&お花のパーツで
デコレーションして仕上げます。

アクリル

半日

日 時：10 月 4 日（火）10：30 ～ 13：30
セミナー番号：JZ-01118
● 受講料：￥4,460 ( 税込 )、パーツ代￥600（税込）
● 素 材：Meg'sリース（425-01500）
サークルプラーク小（425-01278）

●

●

●

●

※素材は各自で購入していただきます。

※素材は各自で購入していただきます。
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大高吟子ほうろうペインティング Meister 認定講師

田邊 晶子

「すみれと鈴蘭のウォーターポット」
ティン 素 材に専用の 絵 の 具で描きます。
ティンに描くコツをお 教 えします。すみ
れも鈴蘭も簡単に描けちゃいます♪ シャ
ビーシックなポットはじょうろとしても、
花瓶や鉢植えとしても使用できます。
ほうろう
ペイント

日

●

ジョストボマスター講師

ジョストボのテクニックを使ってバラと
青い鳥を描いていきます。

アクリル
半日

●

時：10 月7日（金）

大堀 美恵子

「バラと青い鳥」

日

半日

時：10 月 4 日（火）
10：30 ～ 13：30

セミナー番号：JZ-01116
受講料：￥4,460( 税込 )
● 素 材：スペシャル素材 ￥2,500（絵具代・税込 )

セミナー番号：JZ-01115
● 受講料：￥4,460 ( 税込 )
● 素 材：ウッドフラワーベース（2 本）
（470-00038）

※スペシャル素材は送付いたします。
（送料別途）

※素材は各自で購入していただきます。

10：30 ～ 13：30
●
●

大阪

瀬戸山 桂子

●

出版記念セミナー

「Ja un Panier de fleurs ～花かごを持って～」

新刊
「Mig nonne」の出版を記念してかわ
いいベアを描くセミナーです。植物画がプリ
ントされた素材に描きます。

アクリル 1DAY

日 時：9 月 9 日（金）10：00 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01149
● 受講料：￥9,300（税・施設費込）
● 素 材：アートフレーム F（433-433）
●
●

※素材は各自で購入していただきます。

1990年トールペイントに出会い、1995年よ
り講師活動を始め、同時に数々のコンテスト
に出品、受賞を重ねる。独自のストロークで
描く作品が支持を得、現在は東京・名古屋の
定期クラスの他全国的にセミナーを開催中。
幅広いオリジナル作品には定評があり、特に
バラ・ベア・妖精・魔女が人気。

～Café＆Deli Ginza Soleil＋ インフォメーション～
心と身体をほんの少しリラックス(^-^)できる時間をご提供していきたいと思います。
モノづくりをしながらココロと身体にゆったり時間のご褒美をあげましょう。
このページでは日程・受講料を中心にご案内しております。詳しくは銀座ソレイユHPに順次掲載いたします。

第 1弾

Caféで行うレッスン ニットカフェ

クラフトビールに合うDeli＆Desert 10 名限定
お酒好きなあなたへ贈る、美味しいビールに合うDeliとDesertをご紹介。3 ～
4種のクラフトビール飲み比べセミナーを開催いたします。
日曜日の午後、次の日から頑張れる時間を講師と一緒に過ごしませんか。

日

15：00 ～ 16：30

セミナー番号：JZ-01150
受講料：￥3,850( 税込 )
※お申込みは銀座ソレイユフォークアカデミー本校 TEL03-6263-2051

第2弾

食べるオイルセミナー 10 名限定
様々なメディアで取り入れられるようになってき
たオイル。知ってはいるけど日常的に取り入れる
にはハードル高いと思っているあなた！
すぐに実践できる、オイルの知識を試飲と共に
ご紹介させていただきます。オイルには美容効
果もあると言われています。オイルに合うDeliも
ご用意いたします。

日 時：10 月 30 日（日）15：00 ～ 16：30
セミナー番号：JZ-01151
受講料：￥4,400( 税込 )
※お申込みは銀座ソレイユフォークアカデミー本校 TEL03-6263-2051
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時：毎月第１火曜日 10：00 ～ 12：00

年内スケジュール 8/2・9/6・10/ ４・11/ １・12/6

受講料：￥3,300( 税込 )+資材代 + 飲食費
＊各回申込み制です
＊お道具は初回お貸出し可能（販売もあり）
＊必ずランチのオーダーをお願いいたします
＊ QRコード メールフォームより「日にち・参加会場」をご記入の上お申込みください
または、直接ブログへ http://knit-minao.at.webry.info/
通常セミナーとお申込み方法が違いますのでご注意下さい

講師：minamiwa ニットカフェ講師：小野糸乃
minamiwa 横田美奈

時：7月 31日（日）

Ginza Soleil＋ では

日

使える小物を中心に様々なアイテムを楽しく編めるレッ
スンです。数種類の作品の中より１作品お選びください。
綺麗に仕上げるコツや、糸目が合っているか不安な箇所
はその場で解決できます。我流で編んでいる方や初心者
さんにもしっかり対応いたします。レッスン後はSOLEIL
＋で身体にやさしいお食事をどうぞ～

【夏休み特別企画ワークショップ】
～お子さま・お孫さんとご一緒にいかがでしょうか～
シャチハタさんのクラフトハンコセットを使いピローギフトボックスを作りま
す。当日3種類の中キットからおひとつお選びいただきます。

日

時：8 月 5 日（金）10：00 ～ 11：00

8 月19 日（金）10：00 ～ 11：00

セミナー番号：JZ-01152
受講料：￥2,500( 税込 )

※材料代・飲み物代が含まれたスペシャルな価格でご受講いただけます。
飲み物をアイスに変更することもできますよ♪
申込は銀座ソレイユフォークアートデミー本校 TEL03-6263-2051
＊小さなお子様だけの参加はできませんので必ず中学生以上の方が付き添ってください。

銀座の屋上でミツバチが近隣の木々から集めた貴重なハチミツを入れたレーズンクリームサンドとクランベリークリームサンドを作ってJDPA
の祭典より販売を開始しました。とても美味しいとご好評をいただきましたのでご遠方の皆さんにも食べてほしいとの思いです。All SOLEIL
でお作りしてお届けします。7月末日までにご注文いただいた方には8月9日より順次発送いたします。店舗でもお受け取りいただけます。

銀座ソレイユ フォークアート アカデミー
名古屋

中村 尚子
「ななのおでかけ」

名古屋

手づくりの絵本や写真を貼ったり、大
事なことを書きとめるノートにしたり、
初心者でも気軽に楽しめる表紙を描
くセミナーです。今回はオンラインも
あります。

アクリル

●

日

秋になったらすぐに飾れる、
とってもかわいい作品です♡
りすさんがブランコのってます♪

半日

時：9 月 29 日（木）
午前：対面10：00 ～ 12：30
午後：オンライン13：30 ～ 16：00

セミナー番号：対面 JZ-01119 オンラインJZ-01120
● 受講料：対面￥3,850・オンライン￥4,050（税・施設費込）
● 素 材：スペシャル素材
●

アクリル

三野 幸子
「デコラティブフレームの壁飾り」

日 時：8 月18 日（木）10：30 ～ 13：00
セミナー番号：JZ-01121
● 受講料：￥4,050（税・施設費込）
● 素 材：ポリレジンフレームスクエア（433-392）
●

※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

名古屋

デコラティブフレームにバウエルンマー
レライのシックな雰囲気をあわせた作品
です。何回も色を重ねて描くバラを学ぶセ
ミナーです。

日

アクリル 1DAY

時：8 月 26 日（金）
10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01122
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素 材：ポリレジンフレーム オクタゴン（433-341）
●

●

松井 京子
「Mon jardin ～つるバラとデイジーの咲く庭」

日

時：8 月 27日（土）
10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01123
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素 材：フレーム10×10（425-00952）
●

※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

名古屋

柏谷 秀子
「ベビーアニマル～ハリネズミ」

カップに入っているハリネズミが
とてもキュートな作品です♪ お久
しぶりの 柏 谷 先 生の セミナーで
す！ ぜひ、ご参加ください。

アクリル 1DAY

●

半日

●

※スペシャル素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

名古屋

井下 尚子
「森の子リスとブランコ」

※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

名古屋

ドライブラシでラフに描いていく新しい描
き方のバラです。グレースで色々なカラー
をのせて楽しく描きましょう。

鋤柄 淑恵
「ポーセリンに描く ～秋のバラ～」

シルクスクリーンを背景にほどこ
し、専用の絵具で絵付けします。
今回は秋色のバラとシックなあじ
さいを描きます。ぜひご参加くだ
さい。

アクリル 1DAY
ポーセリン 1DAY

●

日

時：8 月 29 日（月）
10：00 ～ 16：00

セミナー番号：JZ-01124
※素材は作品写真と異なります
● 受講料：対面￥8,200（税・施設費込）
● 素 材：イタリアンフレーム D オーバル中（425-00644）
●

日 時：9 月12 日（月）10：00 ～ 16：00
セミナー番号：JZ-01125
● 受講料：￥7,700（税・施設費込）
● 素 材：スペシャル素材
●
●

※スペシャル素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

名古屋

川島泳子

出版記念セミナー

「Mon coffre a tresor」

※スペシャル素材は名古屋校でご用意しております。

名古屋

モ スグ リーン の ベ ース に 咲 い
たニュアンス色のアプリコット
ローズ。優しい気持ちを大切に
閉じ込めて…。

河崎 香
「Noel」

アンティーク調のクリスマスオーナメン
トとドライのヤドリキをアンバーカラー
にまとめました。2回のレッスンでじっ
くり描きましょう。

オイル

アクリル 1DAY

日 時：10 月 31日（月）10：30 ～ 16：00
● セミナー番号：JZ-01126
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素 材：かぶせ箱丸型（大）
（425-03600）

●

日

2DAYS

時：10 月 28 日（金）

11月 25 日（金）

10：00 ～ 16：00

●

※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

名古屋
対面

セミナー番号：JZ-01127
受講料：￥15,900（税・施設費込）
● 素 材：ポリレジンピラスター（433-411）
●
●

※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。
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名古屋

森 初子「アッセンデルフト・ヴィンテージコレクション』

アクリル

森先生のシックなアッセンデルフトコレクションを一緒に描きましょう。
色々なお花を同じフレームに描いていきますのでお花のサンプラーとして、
お部屋のインテリアとして学びながら楽しみましょう。

半日×
2DAYS

全4 作品またはお好きなお花を選んでいただいて
お申し込みください。

単発セミナー
● セミナー番号：JZ-01128
● 受講料：1レッスン￥4,900（税込）

Lesson Point!!

初級編 4 回コース
● セミナー番号：JZ-01129
● 受講料：￥19,600（税込）

Ⅰ基礎から詳しく解説します。
Ⅱ1レッスンで1つのお花が完成します。
Ⅲ.絵具の品切れが多いですが、先生がお手持ちの色で近い色が出せるようにア
ドバイスいたします。
Ⅳ . お花のロゴはシルクスクリーンで仕上げます。

●

素材（各回共通）：R31ニューフレーム ミニ（470-00033）

※素材は各自で購入していただきます

オンラインですでに受講された方には特典があります。詳細は名古屋校までお問い合わせください。

＜第一弾・初級編＞
№ 2「Tulip」
№ 1「スズランの花束」
日時：９月 26 日（月）
日時：9 月 26 日（月）10：00 ～ 12：30 13：30 ～ 16：00

名古屋

№ 3「Rose」
日時：10 月 24 日（月）
10：00 ～ 12：30

森 初子 アンチエイジングソープセミナー

№ 4「Stock」
日時：10 月 24 日（月）
13：30 ～ 16：00

受講料：１レッスン￥5,700( 税・施設費込 )※材料費別
※素材は当日ご購入いただきます。

日時：7月 23 日（土） 午前セミナー 10：30 ～ 13：00 午後セミナー 14：30 ～ 16：30
午前セミナー「イチゴのレアチーズケーキサボン」

午後セミナー「アボカドホワイトフルールサボン」

セミナー番号：JZ-01130
材料費：￥3,200（税込）

セミナー番号：JZ-01131
材料費：￥2,860（税込）

上質なオリーブオイルメインのレ
シピにシアバターを加えたアンチ
エイジングサボン。天然のスクワ
ラン成分がお肌を保湿し、シアバ
ターが優しくカバーします。
いつもより30 ％ 増 量で8コの 石
鹸が作れます。ケーキに透明のグ
リセリンソープをのせ、使用タイ
ミングの夏にぴったりの涼しげな
ムースケーキにしました。
＊シリコンの型は別途ご購入いた
だきます。

お肌にマイルドで美 肌 成分
たっぷりのア ボカドオイル
に、更にコラーゲンも加えた
美顔石けんです。敏感肌の方
にもお勧めです。長方形4個
のシリコンに流し込んで作
るので、型出しやカットの手
間が掛からず、お手軽に作れ
ます。
＊シリコンの型は別途ご 購
入いただきます。

名古屋

迫村 寿子
スマホで作品を輝かせる撮り方と発信を学ぶ
「フラワースマホ魅せるブランディング講座体験」

リッチェスタジオの
「フラワースマホ魅せる
ブランディング講座」は、スマホの基本操
作や撮影方法、スタイリングやインスタブ
ランディング、レタッチなどが学べます。
・ス
 マホで綺麗に撮る、５つのポイントが分
かります。
・撮
 影＋加工＋インスタグラムのポストまで
サポート。
・本講座受講に関する質問にお答えします。

時：8 月 31日（水）

●

日

●

受講料：全国統一料金￥5,500（税・施設費込）

10：00 ～ 12：00
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「ペイント作家・講師のためのマーケティング講座」
長年教室をしてきたけど、このままでいいのだろうか…? 作品販売をしているけど、
思うように利益が出ない…。現状を変えるヒントが欲しいと思っている方、お待ちし
ております。
対面
●
●

日 時：8 月 31日（水）13：30 ～ 15：00
受講料：対面￥4,000（税込） オンライン￥4,200（税込）

Profile
公益財団法人日本手芸普及協会ペイント部門指導員。SDP協会スティ
ルライフ部門でCDA認定、MDAフローラルとMDAストローク取得。
リッチェスタジオ
「フラワースマホ魅せるブランディング講座」認定講
師。当講座をきっかけに、ブランディングやマーケティングを学ぶ。
トールペイント作家・講師としての活動の他、ハンドメイド作家や講師
を元気にするためのイベント企画や講座も行っている。

銀座ソレイユ フォークアート アカデミー

ソレイユからのお知らせ
銀座本店

名古屋店

ネットシ ョップ

いつも銀座ソレイユ本店をご利用いただきありがとう
ございます。
2022年3月1日から銀座4丁目に移転し、
新たなスター
トを切りました。
Caféも併設され、
お買い物やレッスン
時に、
美味しいランチやデザートをお楽しみいただけま
す。
ぜひご来店をお待ちしております。

いつもあたたかいお付き合いありがとうございます
銀座ソレイユ名古屋店は公式LINEを始めています！
お友達登 録していただきますと、
店頭でお使いいただける
クーポンを取得できます～
（下のＱＲコードからもご登録頂
けます）
スタンプカードも始まりました！店頭での支払い代金
に応じて、
ポイントがたまりますよ～ぜひ、
お友達になってくだ
さいね☆

いつも銀座ソレイユネットショップをご利用いただきありがとうござい
ます。
ログインをすると会員価格が表示されますので、
購入の際は会員番
号にてログインをお願いいたします。
会員番号が分からない・ログインができない等、
ご不明な点がござい
ましたら下記のORコードを読み取りお問い合わせください。
不定期ですがお得なネットショップ限定クーポンも配布しております。
セール・新作情報もお届けしていますのでご利用くださいませ♪

銀座ソレイユ本店公式Lineはこちら

https://www.ginza-soleil.com/shop/enq202101080

Lineスタンプカードが始まりました
イベント

お買い物スタンプ2倍DAY
ネットショップ

〒140-0002 東京都品川区東品川1-4-8 5F
注文受付／24時間
お問合せ／10：00～17：00
（土日祝祭日を除く）
定休日前日および定休日、
また営業時間外にいただいたご注文やお問
い合わせにつきましては、翌営業日以降に対応させていただきます。

〒464-0850 名古屋市千種区今池5-1-5
名古屋センタープラザビル12F
営 業 時 間 ／ 月～金曜日、第2・第4土曜日
9：30～17：00
定 休 日 ／ 第1・3・5土曜日、
日曜日、祝祭日
☎052-744-0451

8月・9月・10月・11月の更新を迎える会員様へ

メルマガ登録

◀

◀

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-3 B1F
営 業 日 ／ 日～土 9：30～17：30
定 休 日 ／ 祝祭日
日曜が祝祭日の場合は営業します。
☎03-6263-0641

ログインに関する
問い合わせ

◀

7月16日（土）・9月16日（金）
10月16日（日）

開催期 間：

TEL：03-6433-2391 FAX：03-6433-2191

〔8月更新の会員様〕
8月5日
（金） 〔9月更新の会員様〕 9月5日
（月）
〔10月更新の会員様〕 10月5日
（水） 〔11月更新の会員様〕 11月7日
（月）

＜年会費口座振替のお知らせ＞ いつもあたたかいお付き合いを頂き、誠にありがとうございます。毎年ご更新月の５日（銀行休業日の場合は翌営業日）は年会費の振替日となっております。
8月・9月・10月・11月にご更新を迎えるお客様は振替日の前日までにご用意をお願い申し上げます。＜お問い合わせ＞TEL 03-6433-2391（平日 10:00～17：00）
夏期休業のお知らせ

下記日程は、夏季休業をさせていただきます。
ご不便・ご迷惑をおかけいたしますがご了承の程。お願い申し上げます。

受注センター（通販・ネットショップ） 8月11日(木・祝)～8月15日
（月）

退会手続きはこちら→

銀座本店・名古屋店

https://ginza-soleil.jp/members-club/withdraw

※8月9日10：00以降の受注分は8月16日以降の出荷となります。

8月11日(木・祝)～8月15日
（月）

＜年会費に関するお知らせ＞重要!!
年会費の口座振替振り替え登録をお済でないお客様が、店頭または通販ご利用時に年会費をお支払いいただく場合、これまでの「2,200円税込」から、事務処理手数料を含む、
「3,300円税込」を頂戴する事となりました。まだ自動引落のお手続きがお済でないお客様は、この機会にお得な自動引落サービスのお申し込みをお勧めいたします。
※自動引落のお客様は2,200円税込
右下の総合計の下に、
今年1年間の
【ご購入累計】
が表示され便利になりました。
＜年間ご購入累計金額に関するお知らせ＞ 「納品書兼請求明細書」
ゴールド会員ランクアップ特典等のお目安にしてください。
（物販のみの累計となり、
受講料等は含まれておりません。）

広告

＜ゴールド会員様へ更新料引落のお知らせ＞
毎年3月26日（銀行休業日の場合は翌営業日）はゴールド会員様の更新料振替日となっております。※2022年度は3月28日（月）引落予定
ゴールド更新料3,300円税込を3月28日（月）、ご登録口座よりお引落させていただきますのでお知らせ申し上げます。
※年間購入額が22万円税込を超えている会員様におかれましてはお引落はございません。
（無料対象の方へは事前にお手紙にてご連絡申し上げます）
※ゴールド会員更新料とは別に、別途入会月に通常年会費2,200円税込が必要です。
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一般社団法人 日本クラフトアート協会
2022年度 JCA 第26回 トールペインティング技能検定 募集要項
日本クラフトアート協会（JCA）技能検定 各レベル規定
レベル（級）
3級
Bronze Artists
ブロンズ
アーティスト
（JCA BA）

応募資格

部門

どなたでも可

・ストローク
・スティルライフ
（静物画）
いずれか1部門を選択

検定受検料
￥16,500（①＋②＋③＋税＋素材代込）
（税込￥18,150）
①素材1点：￥3,500（税込￥3,850）

規定
・い
 ずれか1部門に合格するとブロンズ アーティストとして認定されます。但し、同
年度に2部門の作品を提出することは出来ません。

②デザイン2枚（ストローク、スティルライフ） ・素
 材、デザインは別々に購入することが可能。使用しなかった素材は次年度に使
：￥3,000（税込￥3,300）
用可。
③審査料：￥10,000（税込￥11,000）

2級
Silver Artists
シルバー
アーティスト
（JCA SA）

ブロンズ
アーティスト
のみ

・ストローク
・スティルライフ
（静物画）
いずれか1部門を選択

￥21,500（①＋②＋③＋税＋素材代込）
（税込￥23,650）
①素材1点：￥3,500（税込￥3,850）
②デザイン2枚（ストローク、スティルライフ）
：￥4,000（税込￥4,400）
③審査料：￥14,000（税込￥15,400）

1級
Gold Artists
ゴールド
アーティスト
（JCA GA）

シルバー
アーティスト
のみ

・フローラル
・ストローク
・スティルライフ
（静物画）
いずれか1部門を選択

￥26,500（①＋②＋③＋税＋素材代込）
（税込￥29,150）
①素材1点：￥3,500（税込￥3,850）
②デザイン3枚（ストローク、スティルライフ、
フローラル）：￥6,000（税込￥6,600）
③審査料：￥17,000（1部門）
（税込￥18,700）

・い
 ずれか1部門に合格するとシルバー アーティストとして認定されます。但し、同
年度に2部門の作品を提出することは出来ません。
・素
 材、デザインは別々に購入することが可能。使用しなかった素材は次年度に使
用可
・米
 国SDP協会によるCDA認定者は2級より応募可能。
・3 部門すべてに合格するとゴールド アーティストとして認定されます。同年度に複
数部門の作品提出が可能。合格部門は、次年度以降も有効。
・素
 材、デザインは別々に購入することが可能。使用しなかった素材は次年度に使
用可。
・米
 国SDP協会によるMDA認定者は1級より応募可能・GAに認定されると検定
審査の訓練を受けられる資格が得られる。
・受験ご希望のジャンルデザインをお申し出ください。

2022年度第26回技能検定の審査員は、Sherry Nelson,MDA、山崎裕子GA,MDA、尾形さゆりJCAGAの予定です。

応募受付締切：5月16日（月）～9月5日（月） 作品提出期間：9月30日（金）～10月6日（木）必着
合否発表 2022年11月16日（水）～19日（土）
〔予定〕
会場：セントラルミュージアム銀座（東京都中央区銀座3-9-11）
「第14回ソレイユ フォークアート アカデミー講師と生徒の作品展」会場内にて発表いたします。

お申し込み・お問い合わせ
トールペインティング部門
Tel：03-6263-0291 Fax：03-6263-0281
Email：JCA@sun-k.co.jp

銀座ソレイユ カスタマーセンター

ソレイユメンバー通信 VOL.5
～東京品川の「銀座ソレイユカスタマーセンター」より、ソレイユ会員のステキなお教室をご紹介いたします～

犬の肖像画 フィオラ
小林静恵さま（埼玉県）

＜情報をお寄せください＞

次号以降、このコーナーにあなたの情報を掲載してみませんか？
お申し込みは下記までお送りください。
●メール：kikaku3@sun-k.co.jp
私は、トールペイント歴30年の経験を活かし、
「まさか、あの子が帰ってきた？」 ●TEL 03-6433-2391 FAX 03-6433-2191
と思わず口走ってしまうような、愛犬の面影が蘇る肖像画を制作しています。
（TEL・FAXも可）

銀座ソレイユ カスタマーセンター

ソレイユメンバー通信 VOL.4

フィオラの犬の肖像画は、愛犬のお写真1枚から作成することが出来ますので、
思い出に残しておきたいと願う飼い主様からご注文をいただくこともあります。 あなたも、おうち時間が増えた今、
ちょっとした手作りの贈り物をしてみませんか？
犬の肖像画を描くことになったきっかけは、フリマで知り合ったお客様から
「犬
～東京品川の「銀座ソレイユカスタマーセンター」
より、ソレイユ会員のステキなお教室をご紹介いたします～
の絵って描けますか？」
と質問を受けたことからです。
愛犬を亡くしたお話を伺い、オーダーメイド制作をお引き受けする事にしまし
た。その時描いたビーグル犬の絵が犬の肖像画の第1作となりました。
知らない人から商品を購入するのは、すごくハードルが高い事だと思うのです
が、お客様のご感想や作品の使用例を読まれて、決断して下さった方々に感謝
の気持ちでいっぱいです。
また「絵心はないけれど、自分で描いてみたい！」と言う飼い主様のご要望に応
えて、愛犬家さんを対象にした「犬の似顔絵教室」
も30回以上開催し、わが子を
描く感動体験をしていただきました。

◎フィオラでは犬の肖像画のご注文を承っています。
ぜひ、ブログをご覧ください！
●お問い合わせ

フィオラ 小林静恵
E-mail xiaolinshizu58@gmail.com
(formzu.net)
WEB
kobayashi22.com
Produced by GSC
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銀座ソレイユホームページ
（https://ginza-soleil.jp）
では
様々な情報を配信しております。
★新作アイテム・おすすめ商品の特集
★イベントや会場でのデモンストレーションの様子
★SALE情報
★レッスン・各店舗のお教室情報
★新しくオープンしたカフェ＆デリ銀座ソレイユ＋
でのワークショップ情報
その他随時お知らせなどを更新しています！

公式インスタグラム

LINE

インスタグラムにて皆さまの素敵な作品をご覧
いただけます。
＃銀座ソレイユギャラリー
と検索してみてください。また随時作品も募集
しておりますので、投稿の際はハッシュタグを
付けて投稿してください。

毎週月曜日に配信しております。
おすすめアイテム・最新トピックスをいち早く
お届け中！
ぜひご登録くださいませ。

７月２０日から
一部の商品の本体価格を
改定させていただきます。
詳しくは銀座ソレイユホームページを
ご覧ください。

SALE商品がネットショップにて
随時アップデートしております！
在庫限りの商品多数ですので、
お早めに！

銀座ソレイユ
YouTubeチャンネル

商品紹介や先生インタビュー
基本テクニック動画がどんどん更新されます！
更新をお楽しみに！

SNSで盛り上がろう！

LINE

銀座ソレイユ➡

本店➡

名古屋店➡
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銀座ソレイユ

ペイント感謝祭
2022年8月1日（月）より
～参加者の応募を受付けいたします～
先着順で 500 点まで！

【応募資格】
ソレイユ会員様のみ（グループの場合は1名以上ソレ
イユ会員が含まれていれば結構です）

コロナがデジタル時代を加速させてしまった今、
それでも思うことは、
「Faceto Faceでの手作り時間を共有する楽しさ、
大切さを忘れないでいたい」ということ。

【出品料】
お一人様 1点につき 5,500円（税込）
（※3点までのお申し込みが可能です）
● グル ープ 割 は、10名 以 上 のお 申し込 みで20 ％
OFFとなります。

【応募方法】

銀座ソレイユでは、今秋に初めての試みとして、
作品を競うコンテストではなく、
「それぞれの表現を自由に楽しめる作品発表会」を企画し、
皆様の作品発表の場を設け、
手作りの素晴らしさを分かち合いたいと思います。

◆ネットでのお申し込みの方
8月1日（月）より弊社のホームぺージ「応募サイト」
にてお申し込み後、ネットショップにて「出品券」
をご購入いただきます。
◆FAX/ハガキでのお申し込みの方
8月１日（月）より、郵送にてお申込み後、
お振込みいただきます。
りそな銀行 東京中央支店（593）
普通5793546 カ）サン-ケイ

ソレイユ会員様でしたらどなたでもご参加いただける、
「ソレイユ会員様のための作品展」になります。
（グループ参加の場合は、1名以上のソレイユ会員様がいれば結構です）。

【ネット・FAX・ハガキ共に以下をご記入ください】
氏 名（フリガナ）・ 会員番号
住 所 ・TEL・FAX・携帯TEL・E-mail
「作品タイトル」・「参考にした図案の作者名」

※個 人の情報は、当社から応募者への連絡等に使用いた
します。外部に提供することは一切ありません。

＜ハガキの送付先＞

作品は、いつ描いたかは不問。
お手持ちの作品でも大丈夫ですので、お気軽にご参加ください！
教室単位、お友達同士など、グループでのご参加も大歓迎です！
（出品料にグループ割が適用されます）

〒140-0002
東京都品川区東品川 1-4-8 日通倉庫 5F
株式会社サンｰケイ「ソレイユ感謝祭2022」係
TEL03-6433-2391

【申し込み締め切り】
定員になり次第締め切りとさせていただきます。

【注意事項】
●
「連作」は取扱いなし、各作品を1点とカウントしてご
応募ください。
●ペ ージがある絵本形式のものは応募対象外といたしま
すので、ご注意ください。
●素材は木・布・ティン・ビスク・陶磁器・ガラスなど。
●サイズ三辺（幅×奥行き×高さ）の合計が120cm以内。
※ご 応募いただきました作品写真は弊社ホームページ等
に掲載させて頂く場合がございますので、予めご了承
ください。

【作品の発送について】
◆2022年11月7日（月）～10日（木）必着
作品の往復送料は出品者様のご負担となります。

作品展

＜送り先＞
〒140-0002
東京都品川区東品川 1-4-8 日通倉庫 5F
株式会社サンｰケイ
「ソレイユ感謝祭2022」係
TEL03-6433-2391

2022年11月17日（木）～19日（土）10時 ～18時

（最終日16時閉場）

会

場： 銀座セントラルミュージアム銀座5Ｆ

出品料をご購入後のキャンセルは一切できませんので、予めご了
承ください。また、作品発送時に届かなった場合のご返金なども
一切できません。

〒104-8139 東京都中央区銀座3-9-11
紙パルプ会館5F

掲載されている情報
・商品についてのお
問い合わせ、またご
入会のお申し込み等
は右記までどうぞ。

ネットショップ

通販・ネットショップ

●ご注文はお早めに！特に郵送でのご注文は、使用日の10日以上前にご投函ください。

ご注文専用
ご注文専用
ご注文専用郵送

03-6433-2191
03-6433-2391

140-0002 東京都品川区東品川 1-4-8 5F

URL：http://www.ginza-soleil.com

TEL：03-6433-2391

好評ネット通販！
！アドレスは http://www.ginza-soleil.com

NEWSに関するご意見・ご感想は E-mail soleil_info＠sun-k.co.jp
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No．
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本

店

クラフトブティック 銀座ソレイユ

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-3 セントラルビルB1F
営業日 月～日曜日 9:30～17:30
TEL 03-6263-0641
定休日/お盆・年末年始・祝祭日
（日曜日が祝祭日の場合は営業）
名古屋店 〒464-0850 名古屋市千種区今池5-1-5 TEL 052-744-0451
名古屋センタープラザビル12F
営業日 月～金曜日、第2･4土曜日 9:30～17:00
定休日/第1･3･5土曜日･日曜日･祝祭日
セミナーのお申込・お問合せ
会員のお申込・お問合せ

03-6263-2051
03-6433-2391

https://www.ginza-soleil.jp
（株）
サン-ケイでは、
できることから少しずつ
環境に配慮した物作りを心がけています。
環境に優しいインクを使用しています。

不許複製
禁無断転載
頒布価格 税込￥550

お得な情報が満載の
メールマガジンの
お申し込みは
こちらから→

