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【デジタル版】

P4 Rika（村松里香）
デザインブック新発売！

P6 2023年
カレンダー新発売！　

P8 ハロウィン＆クリスマス＆お正月特集

P2 ペイント感謝祭いよいよ開催！
作：Rika（村松里香）「Natural Elegance Vol.2」より（449-0300）



2 TOLE PAINT NEWS 145

銀座ソレイユ 皆様のお越しをお待ちいたしております！

ペイント感謝祭 2022
「Face to 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」。
デジタル化時代のいまだからこそ、それぞれが自由に楽しめる作品発表会の場を設け、
共に手作りの素晴らしさを分かち合うイベントを企画いたしました。

【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）

【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】
◆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

【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＞
　〒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。

ホームページを
ご覧ください。

【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。

＜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
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。

作品大募集中！

先着 ５００作品 受付中
定員になり次第締切させていただきます。

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
 〒104-8139 東京都中央区銀座3-9-11 
 紙パルプ会館5F

作品展会場

●東京メトロ「銀座駅」A12番出口より徒歩2分
●都営地下鉄浅草線「東銀座駅」A7・８番出口より徒歩1分
● JR「有楽町駅」中央口より徒歩7分
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皆様のお越しをお待ちいたしております！

作品大募集中！

先着 ５００作品 受付中
定員になり次第締切させていただきます。

10月19日（水）10時からTELのみ受付
記念セミナー代　各回￥4,000（税込）
各回定員20名（先着順）

お申し込みTEL 03-6433-3091
感謝祭記念 半日セミナー開催！

ワークショップ

ひとつぼSHOP
シルクスクリーン工房

古屋加江子 
作品展 ＆ 作品販売

AMの部：10：30～13：00
PMの部：14：00～16：30

古屋加江子作品展と作品販売会を開催いたします。
（約50点・先着順）
お買い求めの際はぜひお急ぎください！

使用素材と作品見本は異なります

講師：キン ギセイ
「ポリマークレイ体験会」

11月19日（土）
古屋加江子
「サンタガール」
〔素材〕
425-01604 プラーク 八角型アール

11月18日（金）
瀬戸山桂子

「白いバラとスズランの
小さなフレーム」

〔素材〕
433-446 ポリレジンフレーム 

オクタゴンミニ

弓部玲子ブース 瀬戸山桂子ブース

現在、多摩美大学生でもある
キンさんのセンスあふれるク
レイの世界を一緒に学んでみ
ませんか？
手ぶらでご参加いただけます！

※白木、材料は各自購入　※宿題を済ませてから当日お越しください

銀座ソレイユブース
感謝祭限定販売キット
海外作家・国内作家（川島詠子さんなど）
の作品販売

お客様のオリジナルデザインがその場でシ
ルクスクリーンとなる工房ですので、是非
原稿をご持参ください！完成した後は無料
で体験刷りができます。絵具と道具一式を
ご用意しておりますので、初めてシルクスク
リーンを作る方にも安心してご参加いただけ
ます！

＜お詫び＞
ハートシールについて
ホームページにて告知しておりましたが、自由な制作発表の場を設けるため、
この企画は見送らせていただくことになりました。

（3日間とも随時募集）

11月17日（木）
Rika(村松里香）
「Mimosa」

〔素材〕425-00156 リース S
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国内

アクリル オイル

カラー P48、全 P88

作品数 27点（アクリル15点 オイル12 点）

インスト17作品
注文番号

ナチュラルエレガンス Vol.2
著：Rika（村松里香）
A4変形判

本体価格 ¥3,300K（税込￥3,630K）
（ZU-0300）

449-0300

～ペイント感謝祭記念 新発売！～
ナチュラル エレガンス vol.2

Rika（村松里香） デザインブック

オイル・アクリル問わず、自由自在に透明感のある美しい空間を描き出すRikaさん。
11月に5年ぶりの新刊が完成いたします！

時代に流されることなく、じっくりとたたずむ、そんな美しい世界をぜひお楽しみください！

注文番号

アメニティボックス
10.5cm×10.5cm×H10.2cm

本体価格 ¥2,200（税込￥2,420）
（SK-03599）

425-03599

11月17日（木）
新発売！

Rika（村松里香）
「Atelier Paisible」主宰。四季を彩る花や実をモチーフに、
透明感のあるやさしい色使いの作品を描いている。
銀座ソレイユ本校にて、第2土曜日にオイルペイント
レッスンを開講中。著書『Natural Elegance』（サン-ケイ
刊）がある。

著者プロフィール

vol.2
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Q1： 2017年出版の「Natural Eregance」(完売）から5年が経ちまし
た。今回は続編にあたりますが、どのようなものを描かれていらっ
しゃいますか？
1冊目は、身近で誰もが知っている花々を描きましたが、今回はイギ
リスやドイツの植物図鑑に出てくるような花やフルーツも登場しま
す。また、1冊目に収録された作品とセットになる作品もあります。四
季を彩る「Natural Elegance」の世界を楽しんでいただけたら嬉しい
です。

Q2： オイル、アクリル作品の両方が収録されていますが、点数やレベル
について教えてください。
オイル12点、アクリル15点の合わせて27点の描き方が収録されてい
ます。今回は気軽に描いていただけるように、本のサイズに合わせて
シンプルにまとめたデザインが多いです。これから始めてみたいと思
う方へのデザインもあります。

Q3：最後にこの本の中で一番好きな作品を教えてください。
はい、私の好きなホワイトとグリーンで描いた「Comfortable Time」
です。故郷の花、スズランのモチーフが入っているところも気に入っ
ています。

ありがとうございました。
皆様も、お好きな作品や描いてみたい作品をぜひ見つけてください！

Rika（村松里香）さん  発売記念インタビュー

11月17日(木）～19日（土）
「ペイント感謝祭2022」にて掲載作品の展示をいたします。
是非、ご来場ください。
また、11月17日(木）AM10時半から半日セミナーも開催いたします（P3参照）
出版記念作品展　開催決定！
日時：2022年11月17日（木）～19日（土）
会場：ペイント感謝祭　イベント会場内

注文番号

R31 ニュースクエア
フレーム
24cm×1.7cm×H24cm

本体価格 ¥3,600
（税込￥3,960）
（SK-00231）

425-00231

注文番号

ティーボックス
17.4×8.7×H8.2cm

本体価格 ¥2,300C
（税込￥2,530）
（CB-02006）

470-02006

注文番号

タイル付き 鍋敷き
34×17.5×1.2cm

本体価格 ¥3,700（税込￥4,070）
（SK-00079）

425-00079
注文番号

ドーナツリース
φ28×1.2cm

本体価格 ¥3,800
（税込￥4,180）
（SK-01408）

425-01408

注文番号

オクタゴンフレーム28φ
直径約28cm×内枠約24cm
フレーム幅約2.2cm

本体価格 ¥3,300C
（税込￥3,630C）
（SK-03020）

425-03020
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フラワーコレクション
カレンダー 2023
横28.1×縦20cm
本体価格 ¥2,800K
（税込￥3,080K）
（PC23-001）
壁掛けカレンダー、
毎月ごとのカレンダー（計12作品）
オールカラー
日曜始まり

注文番号 405-23001

1月　瀬戸山桂子

5月　弓部玲子

9月　河崎香

2月　押見素子

6月　森初子

10月　松井京子

3月　白井里美

7月　藤崎ミサ子

11月　新貝美代子

4月　川島詠子

8月　八野田斉子

12月　青木春美

・ 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

★この商品はティーチングフリーです。
　ただし、以下を守ってください。

2023年カレンダー
毎年恒例のトールペイントのカレンダー。
12人の人気作家が美しいフラワーモチーフで2023年を彩っていきます。
移りゆく季節をじっくりと感じながら、素敵な一年をお過ごしください！
＜セット内容＞
各月ごとのカレンダー 12枚、図案・インストラクション入り

R31ニューフレーム
横28×縦20×厚み1.7cm
本体価格 ¥3,400（税込￥3,740）
（SK-00230）

注文番号 425-00230

使用素材

フラワーコレクションカレンダー 2023サン-ケイ
オリジナル

《使用シルクスクリーン》
●瀬戸山桂子 シーズンズグリーティング(417-1923) 、パリ(417-7005) 
●白井里美 La　Fleur筆記体フランス語フォント（417-7109）
●川島詠子 はなかざり（417-7111）
●弓部玲子 すずらんプレート（417-7130）、すずらん飾り枠（417-7131）
●森初子キットに入っているシルクスクリーンを使用　「ヴェネチアンフレームセピアのA4サイズシルクスクリーン」（417-2221） 
●藤崎ミサ子 Hand Writing Letter 2 弓部玲子シルクスクリーン（417-1886）、ボタンボックス　弓部玲子シルクスクリーン（417-1947）
●河崎香 Iron Panel（417-7128）
●新貝美代子 M'sレース(417-7061)

全パターン・インストラクション付き
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エレナ・エ・ルポン カレンダー 2023
横28.1×縦20cm
本体価格 ¥2,400K（税込￥2,640K）
（PC23-002）
壁掛けカレンダー
表紙＋2ヶ月毎の計7枚
オールカラー
日曜始まり

注文番号 405-23002

フラワーブローチキット
弓部玲子
ブローチφ6cm
本体価格 ¥1,700K
（税込￥1,870K）

注文番号 417-2488

注文番号

柳キャンバスロール
トップショルダーバッグ BK
25×19×24cm
本体価格 ¥3,800C （税込￥4,180C）
（9211-0010）

9211-0010

在庫僅か

フラワーブローチキット
弓部玲子デザイン　

デイジーとアネモネ。
２つの花のパターンと白木ブローチが１つ入ったキットができました！
ペイントした後、ピンをボンドなどで貼り付けてお使いください。

白木素材は1つしか入っていませんので、キーホルダーやコースターなど
別のアイテムに替えて描くのもOK！

限定100個で完売となりますので、お急ぎください～

デイジー アネモネ

エレナ・エ・ルポンカレンダー2023サン-ケイ
オリジナル

《キット内容》
白木素材、ピン、インストラクション、図案

1-2月 3-4月

5-6月 7-8月

9-10月 11-12月

エレナ・エ・ルポン 2023年カレンダー。
タイトルは「コンパニオン ド シルク」。
～サーカスの仲間達～
そのタイトル通り、愛に満ち溢れた様々なシーンを
楽しみながら、素敵な2023年をお過ごしください。

全パターン・インストラクション付き
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注文番号

アドベント
カレンダーキット
本体価格 ¥1,800C
（税込￥1,980C）
（SA-2274）

417-2274 注文番号

ランチョンマット
44.2×29.8×0.5cm
本体価格 ¥1,500
（税込￥1,650）
（SK-00026）

425-00026 注文番号

トールツリー
19.3×37×12.5cm
本体価格 ¥4,500C
（税込￥4,950C）
（SK-01350）

425-01350

注文番号

もみの木スタンド
26×7×34.5cm
本体価格 ¥2,000
（税込￥2,200）
（SK-01909）

425-01909

クリスマスツリースタンド
組み立てカンタン！ デコレーション次第でアレンジ自在！

クリスマスに向けた楽しいキットをご紹介

オススメ！ クリスマスカットアウト＆パターンパケット

土台に
オススメな素材 コチラの

ツリーも
オススメで

す

注文番号

古屋加江子
パターンパケット
Joule Pukki
13.2×1.9×15.6cm
本体価格 ¥1,000特
（税込￥1,100特）
（PP10-031）

411-10031

注文番号

クリスマスリース キット
エレナ・エ・ルポン「星くずあつめ」
本体価格 ¥2,000特
（税込￥2,200特）
（SA-1048）

417-1048注文番号

スカラッププラーク 小 36φ
36×36×0.9cm
本体価格 ¥2,980
（税込￥3,278）
（SK-00365）

425-00365 注文番号

リース φ30
30××0.6cm
本体価格 ¥1,500
（税込￥1,650）
（SK-01123）

425-01123

アクリル

A3サイズカットアウトの
薄型クリスマスツリーがでました！
飾り終えた後はパーツを外して収納できるので、
場所をとりません。
お好みでカットアウトやオーナメントを
貼り付けて可愛くアレンジしてください。

＜使用した素材＞
＜使用した素材＞

見本：赤嶺明美

見本：赤嶺明美
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注文番号

フラワープラーク 大
27.5×20×1.2cm
本体価格 ¥1,600
（税込￥1,760）
（SK-01294）

425-01294 注文番号

大判チュールレース 
弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）
（SA-1948）

417-1948

注文番号

瑠香クリスマスキット
25×18×3.1cm
本体価格 ¥3,800C（税込￥4,180C）
（SA-2407）

417-2407

注文番号

Old Letter 河崎香 
シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特
（税込￥1,760特）
（SA-1834）

417-1834 注文番号

スノーフレーク 瀬戸山桂子
シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特
（税込￥1,760特）
（SA-7006）

417-7006

注文番号

くるみ割り人形　指揮棒
7×6×25.5cm
本体価格 ¥2,400
（税込￥2,640）
（SK-01412）

425-01412注文番号

くるみ割り人形　小太鼓
8×6×25.5cm
本体価格 ¥2,400
（税込￥2,640）
（SK-01413）

425-01413

古谷加江子 新貝美代子 Rika（村松里香） 種坂恵

キュートなカットアウトキット♥

くるみ割り人形をオシャレにペイント♪

注文番号

古屋加江子
くるみ割り人形
小太鼓パケット
本体価格 ¥800特
（税込￥880特）
（PP10-039）

411-10039 注文番号

新貝美代子
くるみ割り人形
小太鼓パケット
本体価格 ¥800特
（税込￥880特）
（PP-00273）

411-00273 注文番号

Rika(村松里香)
くるみ割り人形
指揮棒パケット
本体価格 ¥800特
（税込￥880特）
（PP-00268）

411-00268 注文番号

種坂恵
くるみ割り人形
指揮棒パケット
本体価格 ¥800特
（税込￥880特）
（PP-00265）

411-00265

＜使用した素材＞別売

リース φ30
30××0.6cm
本体価格 ¥1,500
（税込￥1,650）
（SK-01123）

キット内容：
白木カットアウト・パターンパケット

アクリル

大人気！
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ハロウィンを飾る、可愛くてちょっぴりダークなモチーフを集めました！
作品を作ってSNSにアップしたり、お部屋の装飾を楽しんだりと、皆さんのハロウィンを楽しんでください♪

　ハロウィンを楽しむ
キット＆パターンパケット

土
台
も
オ
ス
ス
メ
！

シルクスクリーンは 含まれません。 
お好みの文字シルクスクリーンを
お使いください。

★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

注文番号

瑠香　
ハロウィーンキット
「☆Halloween Magic☆」
13.2×1.9×15.6cm
本体価格 ¥3,300C
（税込￥3,630C）
（SA-2380）

417-2380

注文番号

大西かをり
パターンパケット
「いたずらっ子集合☆」
13.2×1.9×15.6cm
本体価格 ¥800特
（税込￥880特）
（PP-00131）

411-00131

注文番号

古屋加江子パターンパケット
「牡丹に鳥」
13.2×1.9×15.6cm
本体価格 ¥1,000特
（税込￥1,100特）
（PP10-035）

411-10035

注文番号

クロック ＆ ギア 
瀬戸山桂子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特
（税込￥1,760特）
（SA-7003）

417-7003

注文番号

新貝美代子 
羽子板スタンドキット
「初春」
本体価格 ¥2,980特
（税込￥3,278特）
（SA-1778）

417-1778

注文番号

プロビンシャルプラーク 中
26×15.5×1.2cm
本体価格 ¥990
（税込￥1,089）
（SK-01257）

425-01257

注文番号

額 長方形
39.2×22.2×1.2cm
本体価格 ¥3,600
（税込￥3,960）
（SK-03016）

425-03016

注文番号

丸形スタンド
28.2×26.1×7cm
本体価格 ¥6,500K
（税込￥7,150K）
（SK-01015）

425-01015

注文番号

松井京子 
扇型スタンドキット
本体価格 ¥3,580特（税込￥3,938特）
（SA-1775）

417-1775 注文番号

扇形スタンド
42.5×22.8×7cm
本体価格 ¥6,200K（税込￥6,820K）
（SK-01014）

425-01014 注文番号

瀬戸山桂子　
スカラップリース パケット
本体価格 ¥1,000特（税込￥1,100特）
（PP-00240）

411-00240 注文番号

スカラップリース
28.5×1.2cm
本体価格 ¥3,600（税込￥3,960）
（SK-01409）

425-01409

注文番号

ヴィンテージラベル３ 
弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特
（税込￥1,760特）
（SA-1589）

417-1589

注文番号

瀬戸山桂子キット
「Little Witch's House 」
8×5.5×21.5cm
本体価格 ¥3,300特
（税込￥3,630特）
（SK-2282）

417-2282

注文番号

羽子板(大)
18×48.6×1.3cm
本体価格 ¥2,300
（税込￥2,530）
（SK-00060）

425-00060

注文番号

羽子板立て（大）
18.8×15.8×37.8cm
本体価格 ¥2,700
（税込￥2,970）
（SK-01088）

425-01088アクリル
アクリル

アクリル

アクリル

アクリル

素材がリニューアル
しました

＜使用した素材＞

＜使用した素材＞

＜使用した素材＞

＜使用した素材＞

＜使用した素材＞ ＜使用した素材＞

お正月の時間にゆっくり過ごすお供はいかがですか？
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2023干支キット- うさぎのカットアウトと張り子が登場！

うさぎの張り子　大小キット

クロック ＆ ギア 
瀬戸山桂子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特
（税込￥1,760特）
（SA-7003）

注文番号

プロビンシャルプラーク 中
26×15.5×1.2cm
本体価格 ¥990（税込￥1,089）
（SK-01257）

425-01257

注文番号

うさぎの張り子 小
2個セット
5×4.5×7cm
本体価格 ¥980K
（税込￥1,078K）
（SA-2486）

417-2486

注文番号

うさぎの張り子 安斎久美パターン付き
張り子2個、パターンパケット
本体価格 ¥2,100K（税込￥2,310K）
（SA-2496）

417-2495

注文番号

うさぎの張り子 
大小2個セット（素材のみ）
11.5×8×10.7cm
本体価格 ¥1,200K（税込￥1,320K）
（SA-2496）

417-2496

ヴィンテージラベル３ 
弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特
（税込￥1,760特）
（SA-1589）

417-1589

注文番号

マリアージュ 瀬戸山桂子
シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特
（税込￥1,760特）
（SA-1851）

417-1851

注文番号

桜小花 (小)　
A5シルクスクリーン
本体価格 ¥900B
（税込￥990B）
（SA-1933）

417-1933

羽子板立て（大）
18.8×15.8×37.8cm
本体価格 ¥2,700
（税込￥2,970）
（SK-01088）

1年の始まりのご挨拶を致します。お着物を着ておしゃれして、
門松、だるま、鏡餅などお正月アイテム満載です。
着物や台座はシルクスクリーンで簡単に仕上げられます♡

こちらの作品のみ
Youtube動画で描き方をご紹介します！

先生作品のインストラクションはホームページから無料で
ダウンロードできます！ QRコードを読み取って覧ください。

井下尚子「張り子 福うさぎ」 栗原寿雅子「張り子 うさヒナ」

井下

栗原

お正月キット「お正月のごあいさつ」
デザイン：瑠香

注文番号

お正月キット「お正月のごあいさつ」
本体価格 ¥4,000C（税込￥4,400C）（SA-2485）
キット内容：白木カットアウト、パターンパケット

417-2485

アクリル

＜使用した素材＞別売

見本：赤嶺明美

ネットでパターンパケットが無料でダウンロードできます！

キット
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大人気のポリレジンフレームに新商品が仲間入りしました！

注文番号

ポリレジンフレーム
シャビーストライプM
18.2×1.7×23.2cm
本体価格 ¥2,500C（税込￥2,750C）
（SW-444）

433-444

注文番号

ポリレジンフレーム 
ロワイヤル
16×1.7×17.5cm
本体価格 ¥2,200C（税込￥2,420C）
（SW-447）

433-447

注文番号

ポリレジンフレーム 
シャビーストライプL
25.7×1.7×30.7cm
本体価格 ¥3,900C（税込￥4,290C）
（SW-445）

433-445

注文番号

ポリレジンフレーム 
ローリエ
18.5×1.7×16cm
本体価格 ¥2,600C（税込￥2,860C）
（SW-448）

433-448注文番号

ポリレジンフレーム 
オクタゴンミニ
13.5×2.2×18.0cm
本体価格 ¥2,200C（税込￥2,420C）
（SW-446）

433-446

注文番号

ポリレジンフレーム 
エレガントローズ
44.5×3.2×35.4cm
本体価格 ¥5,400C（税込￥5,940C）
（SW-449）

433-449

注文番号

ポリレジンフレーム
フレンチタイル
17×1.8×21.8cm
本体価格 ¥2,450
（税込￥2,695）
（SW-424）

433-424

注文番号

ポリレジンフレーム
フレンチオーバル
14×1.8×21.5cm
本体価格 ¥2,500
（税込￥2,750）
（SW-419）

433-419

注文番号

ポリレジンフレーム
スクロール
20×25×2cm
本体価格 ¥2,300
（税込￥2,530）
（SW-340）

433-340

注文番号

ポリレジンフレーム 
フレンチフリル
15.5×2×20.5cm
本体価格 ¥2,200
（税込￥2,420）
（SW-425）

433-425

注文番号

ポリレジンフレーム
フレンチガーデン
16×2×21cm
本体価格 ¥2,300
（税込￥2,530）
（SW-422）

433-422

注文番号

ポリレジンフレーム
スクエア
16.7×21.8×2cm
本体価格 ¥2,200
（税込￥2,420）
（SW-392）

433-392

注文番号

ポリレジンフレーム
フレンチリーフ
15×2.2×19.5cm
本体価格 ¥2,200
（税込￥2,420）
（SW-423）

433-423

注文番号

ポリレジンフレーム
ピラスター
19×26.7cm
本体価格 ¥3,980C
（税込￥4,378C）
（SW-411）

433-411

ネットショップでは
その他ポリレジンフレームを
たくさんご用意しております。

ヨコ向きにも
使えます！

※中板外し不可

裏

裏
裏裏
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瀬戸山桂子デザインブックでも
使用された素敵な素材をご紹介♪

アートブックの新しいデザインが新発売！

セラムコート大容量ボトルがオススメです！

注文番号

アートブック 
メロディ
45×27.8×3.5cm
本体価格 ¥2,200K
（税込￥2,420K）
（SW-450）

433-450

注文番号

アートブック マップ
45×27.8×3.5cm
本体価格 ¥2,200K（税込￥2,420K）
（SW-441）

433-441

ポリレジンフレーム
フレンチリーフ
15×2.2×19.5cm
本体価格 ¥2,200
（税込￥2,420）
（SW-423）

ポリレジンフレーム
ピラスター
19×26.7cm
本体価格 ¥3,980C
（税込￥4,378C）
（SW-411）

ネットショップでは
その他ポリレジンフレームを
たくさんご用意しております。

注文番号

「Mignonne 
～ミニヨンヌ～」
A4変形判サイズ

本体価格 ¥3,300K
（税込￥3,630K）
（ZU-0298）

449-0298注文番号

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）

433-437

注文番号

アートフレームF
33×43×2cm

本体価格 ¥2,600特
（税込￥2,860特）
（SW-443）

433-443

注文番号

アートフレーム18B
（JFB688）
33×43×2cm

本体価格 ¥2,600特
（税込￥2,860特）
（SW-438）

433-438

＜カタログのお詫びと訂正＞

《ウィンザー＆ニュートンオイルカラー 》
品番 品名 容量 容量

444-1056 ブラウンマダー 21ml → 37ml
444-1526 フタロターコイズ 21ml → 37ml
444-1644 チタニウムホワイト 21ml → 37ml
444-2111 カドミウムイエローディープ 21ml → 37ml
444-2395 マースバイオレットディープ 21ml → 37ml

《シルクスクリーン 》

《色変更のお知らせ》

2022年トールペイントカタログ掲載の「絵具」「シルクスクリーン」に
一部訂正がございます。下記のように訂正し、お詫び申しあげます。

P94 SA-7018ポワンドガース2 弓部玲子シルク
スクリーンの商品画像に誤りがございました。

→

誤 正

318-25058
ホワイト

（CE-2505-8）

318-25068
ブラック

（CE-2506-8）

White Black Antique White

318-20018
アンティークホワイト
（CE-2001-8）

Lt. Ivory

318-24018
ライトアイボリー
（CE-2401-8）

普通色
メーカー希望小売価格　本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）　8oz. 236ml

PA-087
インディアン
ターコイズ

↓

インディア
ターコイズ

DSS-79
インディアン
ターコイズ

↓

インディア
ターコイズ

大好評！
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注文番号

Iron Panel 河崎香 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）
（SA-7128）〈2023カレンダー使用〉

417-7128

注文番号

モチーフレー ス
弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）
（SA-7104）
〈417-2478ボタンシートキット使用〉

417-7104

注文番号

糸巻ラベル2
弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）
（SA-7125）
〈ペイントフレンドVol.49使用〉

417-7125

注文番号

すずらんプレート 弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）
（SA-7130）〈2023カレンダー使用〉

417-7130

注文番号

糸巻ラベル1
弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）
（SA-7124）
〈ペイントフレンドVol.49使用〉

417-7124

注文番号

Chocolat（ショコラ）
弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）
（SA-7126）
〈ペイントクラフトデザインズVol.24使用〉

417-7126

注文番号

すずらん飾り枠
弓部玲子 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）
（SA-7131）
〈2023カレンダー使用〉

417-7128

注文番号

Toy＆Dolls 河崎香 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-7123）
〈ペイントクラフトデザインズVol.24使用〉

417-7123

A4サイズ

A4サイズ

弓部玲子 シルクスクリーン6種

河崎香 シルクスクリーン 好評発売中！
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注文番号

366日　絵画でめぐる
ファッション史
解説・監修：海野 弘
B5変形、420頁
本体価格 ¥2,600特（税込￥2,860特）
（ZU-2024）パイ・インターナショナル

449-2024 注文番号

366日　絵のなかの部屋を
めぐる旅
解説・監修：海野 弘
B5変形、416頁
本体価格 ¥2,500特（税込￥2,750特）
（ZU-2025）パイ・インターナショナル

449-2025 注文番号

366日　風景画をめぐる旅
解説・監修：海野 弘
B5変形、416頁
本体価格 ¥2,500特（税込￥2,750特）
（ZU-2027）パイ・インターナショナル

449-2027

【価格改定のお知らせ】

ペイントクラフトデザインズ vol.24

注文番号

ペイントクラフト
デザインズ Vol.24
本体価格 ¥1,800K（税込￥1,980K）
（NV-80731）
日本ヴォーグ社

401-80731

注文番号

Fabulous Finishes 
for Your Home
英語版（和訳なし）

本体価格 ¥4,980※
（税込￥5,478※）
（49-4921）

49-94921

ほっこりと心がなごむモチーフやぬくもりを感じる作品がそろう「ペイント
で癒しのチルタイム」のほか、「ハロウィン」「クリスマス」「お正月」「うさぎ」
「ひな祭り」を特集。お手軽な雑貨、「EZポーセリング」のご案内など、多様
な作品とペイント関連情報を掲載。

いつもあたたかいお付き合いをありがとうございます。この度、コロナの影響を受け、メーカー・輸入元により、価格が値上げとなりました。
何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

2022年10月1日（土）～
商品番号 商品名 旧価格（税込） 旧区分 新価格（税込） 新区分

BF-202 文字符アラビア15mm 385 ※ 550 ※
BF-206 文字符ローマ15mm 385 ※ 550 ※
S-300 スタンダードクォーツ S-300 1,595 B 2,145 B
S-390 スタンダードクォーツ S-390 1,595 B 2,145 B
S-RMC300 電波時計ムーブメント300 2,200 ※ 2,860 ※
S-RMC395 電波時計ムーブメント395 2,200 ※ 2,860 ※
SH-02 時計針SH-02 (BK) 385 ※ 550 ※
SH-02G 時計針SH-02 (G) 385 ※ 550 ※
SH-03G 時計針SH-03 (G） 385 ※ 550 ※
SH-04G 時計針SH-04 (G） 385 ※ 550 ※
SH-05 時計針SH-05 (G) 385 ※ 550 ※
SH-07 時計針SH-07 (G) 385 ※ 550 ※
SH-07BK 時計針SH-07 (BK) 385 ※ 550 ※
SH-08G 時計針SH-08 (G） 385 ※ 550 ※
SH-20G 時計針SH-20 (G） 385 ※ 550 ※
SH-25BK 時計針SH-25(BK) 385 ※ 550 ※
ST-157 キャロットムーブメント φ9 2,600 ※ 2,860 ※
S-400 スタンダードクォーツ S-400 1,595 B 2,145 B

限定10冊

人気！

再入荷

ペイントフレンド Vol.49

注文番号

ペイントフレンドVol.49
本体価格 ¥1,500K（税込￥1,650K）
（PF-0049）ブティック社

438-0049

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」
「くまがいなおみのペイント塾」好評です！

2022年9月20日（木）～
品番 定価（税抜） 区分

スカルピーⅢ 2oz シリーズ 660C C
プレモ 2oz シリーズ 680C C
スカルピー スフレ 1.7oz シリーズ 680C C
リキッドスカルピー 2oz トランスルーセント 2150C C



銀座ソレイユ フォークアート アカデミー

11月6日（日） ファーレザー 11月9日（水） アクリル 11月28日（月） アクリル  　 オンラインもあり

太田 朋子
「Syabbyファーツリーとレザーでつくる
ポインセチア」 
セミナー番号：JZ-01220

森初子認定講師 齊藤 智加
「Merry X'mas」 
セミナー番号：JZ-01155

吉岡 美千代
「エレガントマーレライのろうそく立て」 
セミナー番号：JZ-01170

11月29日（火） ウッドバーニング＆アクリル 11月29日（火） アクリル  11月30日（水） アクリル  　 オンラインもあり

平野 ゆう子
ウッドバーニングとペイントで描く
『ある冬の日』
セミナー番号：JZ-01156

Rose Blush認定講師 落合 真紀子
「Toad Of Balance」 
セミナー番号：JZ-01157
デザイン：ボビー タカシマ

関根 和子
「春を待つ」 
セミナー番号：JZ-01171

【材料】
角型フレーム
（426-009）
【持ち物】
丸筆２号
平筆10号
アンギュラー筆1/4
アンギュラー筆1/8
スタイラス
歯ブラシ
海綿（中）

Petit Lessonフェア
プチ レッスン

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！
お好きなLessonをぜひ見つけてくださいね
※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は下準備済の素材を当日ご購入いただきます。

【材料】
スペシャル素材
￥4,290
【持ち物】
平ペンチ
ニッパー
目打ち

【材料】
シャビーボード 
スクウェア 
ステップリム
（425-01341）
【持ち物】
丸筆 0号
平筆 14号
ライナー筆
アンギュラー 3/8
フィルバートコーム 1/4

【材料】
キャンドルスタンドE
（425-09017）
【持ち物】
ライナー筆0号・2号
平筆3/4号・12号
スタイラス

【材料】
ワイドエッジ 
オーバル 大
（425-08911）
【持ち物】
丸筆 2号・４号
平筆 10号
アンギュラー8号
ライナー筆

【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 2号・3号・
フィルバート 6号
スクリプトライナー 1号

クリスマスホーリーとロビンを描きます
フレームはメディウムを使って凹凸を出します。

初心者でも楽しく描ける
デザインです。この機会に
是非ボビーワールドを体
験しませんか？

ジョストボのテクニッ
クによる、バラの花と
冬の風景

オンラインご希望の方はHPより
お申込みください。

もふもふファーでツリーをつくり、
オーナメントとして本革でつくるポ
インセチアとベルベットリボン。アク
セサリーとしてもお楽しみいただけ
ます。Shabbyカラーのク
リスマスを楽しみません
か？

２種類のツリーを簡単な
描き方で仕上げます。
それぞれ３ステップで木
が完成します。

ソフトタッチ描くマーレライで
優雅な雰囲気に仕上げましょう。

オンラインご希望の方はHPより
お申込みください。
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お申込みは専用電話又は銀座ソレイユホームページ
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
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。

国内セミナー インフォメーション国内内セセ国
●はじめにお読みください ●お申込み・お問い合せ先

銀座ソレイユ 本校　
☎03-6263-2051

お申込み・お問い合せはお電話またはホームページで！　https://www.ginza-soleil.jp　 電話受付時間 9：30～17：30

※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。

※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。
※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。

東京
東京会場の受講料は振込またはアカデミー受付

ホームページ

にてお支払いください。

大阪 銀座ソレイユ 
大阪教室（新大阪駅）

名古屋
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。

銀座ソレイユ 名古屋校
☎052-744-0451

●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
※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

●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

受講料は税込表示となります。

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％

（www.ginza-soleil.jp）

☎03-6263-2051

作品写真はイメージ
素材は変更となります。

受講料：￥3,960（税込）素材別
時　間：10：30～13：30

※一部例外有り

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！
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12月2日（金） アクリル  12月2日（金） アクリル 12月5日（月） アクリル

Rose Blush
「Xmasお楽しみ　Petitレッスン」 
セミナー番号：JZ-01158
デザイン：ハイジ・イングランド

クレイジュエルスクール Penemuan!

西尾 歩美
「お部屋に馴染むリーフトレイ」 
セミナー番号：JZ-01159

猪俣 まき子
「バラとオーナメントのフレーム」 
セミナー番号：JZ-01161

12月4日（日） アクリル 12月4日（日） アクリル

高畑 久美子
「小さなお花畑・まるたまクラフトクリスマスタペストリー」 
セミナー番号：JZ-01160
午前 10:30～12:30

高畑 久美子
「福あつめタペストリー」 
セミナー番号：JZ-01160
午後 13:30-16:00

12月6日（火） アクリル  12月11日（日） ポリマークレイ 12月13日（火） ウッドバーニング  アクリル

柏谷 秀子
「Kitten ～エキゾチックショートヘア～」 
セミナー番号：JZ-01221

クレイジュエルスクール niconeru 秋田 悦子
「ポリマークレイで作る、
ニット風ピアスイヤリング」 
セミナー番号：JZ-01162

伊豆 里美
「南半球のクリスマス」 
セミナー番号：JZ-01163

12月14日（水） アクリル  オンラインのみ 2023年1月8日（日） ポリマークレイ

栗原 寿雅子
「華うさぎ」 
セミナー番号：JZ-01173

yuka
「うさぎのブローチ」 
セミナー番号：JZ-01164

【材料】
スペシャル素材
￥2,860（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。

【持ち物】
丸筆3号、平筆、ライナー筆、ファンブラシ

【材料】
premoお好きなクレイ1個
（当日店頭でお選び頂き、ご購入ください）
別途資材費¥550（税込）
【持ち物】
特になし

【材料】
R31ニューフレームミニ
（470-00033）
【持ち物】
平筆 6号、12号、14号
アンギュラー 1/4、3/8
ドライブラシ 2号
スクリプトライナー 20/0

【材料】
スペシャル素材
￥1,860（税込）
【持ち物】
ステンシルスポンジ中
平筆0号・4号
ライナー筆0/10
ピグマペン0.05黒

【材料】
スペシャル素材
￥2,860（税込）
【持ち物】
ステンシルスポンジ中
平筆0号・4号
ライナー筆0/10
ピグマペン0.05黒

【材料】
ポリレジン アンティーク 
リボン縦長
（433-388）
【持ち物】
ライナー10/0、丸筆0.2号、モップ筆2.3号
アンギュラー1/8・1/4・3/8・1/2・3/4インチ
ドライブラシ6号
ファー1/8・3/16・1/4インチ

【材料】
スカルピー スフレ 
お好きなクレイ2個
（当日店頭でお選び頂き、ご購入ください）

別途資材費¥550（税込）
【持ち物】
特になし

【材料】
ウォールプラーク 
大
（425-01299）
【持ち物】
丸筆 1号
平筆 ８号
フィルバート 4号、6号
ライナー筆 10/0号

【受講料】
￥6,392
（素材代・送料込）
【材料】
スクエアプラーク ワイド
（425-00362）
【使用筆】
丸筆 ２、４、６号
平筆 ６、８号　平筆3/4インチ　ライナー筆
ステンシルスポンジブラシ、スポンジローラー
海綿もしくはスポンジ

【材料】
フィモソフト×２色使用します。
当日レジにてご購入ください。
パーツ代別途￥500
【持ち物】
特になし

来年の干支「うさぎ」をあしらった華やかな新春
プラークです。最後のニスにひと工夫し、ちりめ
ん生地のようなテクスチャーに仕上げます

金太郎飴の技法を使いうさぎのシル
エットのブローチを作ります。
当日、お好きな2色の粘土（フィモソ
フト2色、うさぎと背景になります）
をご購入ください。
見本のように2色を反転させ、2種
類、各4～5個作り、2つに金具を付け
仕上げます。
見本サイズ：直径約2.5㎝

たれ目で鼻ペチャさんの
キュートな子猫を描きま
しょう。 粘土を編み上げてピアス

またはイヤリングを作り
ます。冬の季節にピッタリ
の軽いアクセサリーです。
※ ご予約時にピアスかイヤリン
グをお選びください。

「南半球のX’mas。プレゼントを配る途中のサンタさ
んもつい海へ！ウッドバーニングのあとペインティン
グ、そしてサンドペーパーで一味加えます。

夢溢れるクリスマスが迎
えられるように、可愛い
らしいデザインにアレン
ジしました。
Enjoy Christmas time！

カギや時計、ジュエリーなど
を気軽におけるトレイをポ
リマークレイで作ります。光
沢をつけて仕上げるのでク
リスマスのオブジェとして
も活躍します。

オーナメントの輝きの描き方
を学べます。

23.5cm×39.5cm
サンタさんとトナカイを作ったら、タペスト
リーに好きに飾り付けします。いろいろなシー
ンが楽しめます。

福招き猫、七福神、ふくろう、福だるま。
いっぱいの福をかき集めて
一枚のタペストリーにしました！
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2023年1月15日（日） ポリマークレイ 2023年1月17日（火） アクリル  　 オンラインもあり 2023年1月18日（水） アクリル

野上 京子
「ボタニカルアクセサリー」 
セミナー番号：JZ-01165

大堀 美恵子
「ジョストボで描く桜と鳥」 
セミナー番号：JZ-01172

鈴木恵認定講師 沖田 敦子
「スノーフレークミラー」 
セミナー番号：JZ-01166

2023年1月18日（水） ポリマークレイ  2023年1月22日（日） カルトナージュ 2023年1月29日（日） アクリル

クレイジュエルスクール ra si ku 
石川 ゆうこ
「マーブル・クレイネックレス」 
セミナー番号：JZ-01167

栗原 美雪
「ハートのエタージェラ」 
セミナー番号：JZ-01168

柏谷 秀子
「スズラン便り」 
セミナー番号：JZ-01222

2023年2月5日（日） アクセサリー 2023年2月7日（火） ペイント&コラージュ  

結束 康子
「グラデーションペンダント」 
セミナー番号：JZ-01169

山口 美保
「Muguet」 
セミナー番号：JZ-01223

春らしい小花のビーズを
クレイで作り、他のパー
ツと組み合わせてバッグ
チャームかイヤリングに
仕上げます。お申込時に
チャームまたはイヤリング
をお選びください。

ジョストボのテクニックを使って、季節を先取りし
た桜と鳥を描きましょう。

八角形のラッキーミラー
に、フローラルの世界で、
ふんわり優しい冬色の花
を描きます。

ウォッシュの風景と
スズランの絵を描
いたお便りです。懐
かしいような優し
い気持ちになって
描きましょう。

【材料】
パルドトランスルーセントアゲイト（157-0101）
パルドトランスルーセントイエロー（157-0206）
パルドアートクレイ ホワイト（157-2100）
※各1個ずつ使用します。当日レジにてご購入ください。

【持ち物】 特になし
【パーツ代】
イヤリング￥400、バックチャーム￥450

【材料】
小物ケース大
（425-01254）
【持ち物】
ロシアンコリンスキー
丸筆 2号・3号
フィルバート 6号
スクリプトライナー 1号

【材料】
八角鏡（425-00425）
パーツ代別途￥100
【持ち物】
丸筆 4号、６号

【材料】
スペシャル素材
￥4,000（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。

【材料】
12センチ刺繍枠
（470-01179）
別途パーツ代￥1,287（税込）
【使用筆】
平筆8号・14号
ライナー5/0
ドライブラシラウンド４号

【材料】
スペシャル素材
￥2,580（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。

【持ち物】
平筆 6号
ライナー筆 2/0

【材料】
ポリレジンフレーム
アンティークフレーム横長
（433-387）
【持ち物】
ライナー筆0/10号
丸筆0号
ドライブラシ0号
アンギュラー筆1/8・1/4・1/2

ステンシルと粘土のコ
ラボレッスン♪すずら
んの花を作りましょう。
布に描くコツも学べま
す。シーリングはご希望
のイニシャルに変更も
可能です。

カルトナージュでおしゃれ
で便利な2段トレイを作り
ましょう。
（サイズ：17×18×高さ24cm）

【材料】
お好きなクレイ２～３個
（当日店頭でお選び頂き、ご購入ください）
別途資材費￥500（税込み）
【持ち物】
特になし

はじめてポリマークレイにふれる方でも素敵に仕上
がる、マーブル柄のネックレスをつくります。
お好きな色で存在感のあるオリジナルアクセサリー
づくりを楽しみませんか？
※ ご予約時にチェーンカラー、ゴールド
　またはシルバーをお選びください。

オンラインご希望の方はHPより
お申込みください。
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東京  神谷 恭子
～ドイツベルヒテスガーデンペインティング～
「クリスマス2022 星明りの下で」

～ドイツベルヒテスガーデンペインティング～
「ヒンターグラスマーレライ」

● 日　時：10月25日（火）・11月8日（火）
 10：00 ～14：00※昼休憩あり
● セミナー番号：JZ-01209
● 受講料：￥10,240（税・施設費込）
● 素　材：フレンチプロビンシャルサイン中（425-04031）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

日　時：12月2日（金） 
 10：00 ～14：00※昼休憩あり

セミナー番号：JZ-01210
受講料：￥5,120（税・施設費込）
素　材：ハンギングガラスフレームL
 （417-2386）
※素材は各自で購入していただきます。

アクリル 2DAYS

アクリル 1DAY

ドイツのベルヒテスガーデン
ペインティング。細かい模様に
もそれぞれ意味があり、奥深
いデザインです。2回のレッス
ンでじっくりと描きます。

図案をガラスに貼り、逆さの
手順でペイントしていきます。
なるほど！が沢山つまった楽
しいセミナーです。

5名限定 東京  吉岡 美千代
「バウエルンマーレライ」

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。

定期クラス

日　時：毎月第2月曜 
 10：30 ～16：10
受講料：￥8,450（税・施設費込）
素　材：カリキュラムに準ずる

募集中

アクリル
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東京  押見 素子
「クリスマスのサインボード」

● 日　時：11月5日（土） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01226
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：サインフレーム（425-00742）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

アクリル 1DAY

X'masはこんな可愛いフレームを飾って楽しみましょう♪
キラキラと・・・心おどるクリスマス。

東京  MASAKO
スマホ写真をもっと素敵に～♪
「インスタ映えスマホフォトレッスン/基礎編iPhoneクラス」

東京  渡辺 洋子
ジョストボで描く漆器「梅の花の銘々皿」

東京  藤野 左恵子
「Twas the Night Before Christmas」

東京  新貝 美代子
「バラと小花のブーケ」「小花のスワッグ」

東京  神谷 恭子
～ドイツベルヒテスガーデンペインティング～

　　「イースター2023年 みどりの小箱」

東京  新貝 美代子
「春の訪れ」

● 日　時：11月11日（金） 10：30～12：30
● セミナー番号：JZ-01188
● 受講料：￥6,800（税・施設費込）
● 素　材：教材費 (￥1,000 ～￥1,500) 予価

● 日　時：2023年2月28日（火） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01224
● 受講料：￥7,100（税・施設費込）
● 素　材：ティーボックス（470-02006）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

● 日　時：11月20日（日） 10：30 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01189
● 受講料：￥7,100（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材・2枚セット￥4,400（税・仕上げ代込）
　 ※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。

● 日　時：11月26日（土） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01228
● 受講料：￥7,100（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本店でご用意しております。

● 日　時：11月15日（火）
 12月20日（火） 
 10：00 ～16：00

● セミナー番号：JZ-01225
● 受講料：￥15,300（税・施設費込）
● 素　材：オクタゴンフレーム(425-00954)　ワイドサイン 中 (425-01269)
　 ※素材は各自で購入していただきます。

● 日　時：2023年１月17日（火） 
 10：00 ～16：00

● セミナー番号：JZ-01227
● 受講料：￥7,650（税・施設費込）
● 素　材：M's Styleウォールレリーフ（425-00352）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

フォト 半日

アクリル 1DAY

アクリル 1DAY アクリル 1DAY

アクリル 2DAYS

アクリル 1DAY

＜基礎編Step1内容＞
・ 便利なカメラ機能をもっと使って素敵なアングルで撮影するコツや、余計
な写り込みを消したり簡単キレイな編集のレッスンをします。

※今回はiPhoneをお使いの方限定クラスです。Step２～３は順次開催予定です。

講師/Masako/勝呂正子
（フォトグラファー＆スクラップブッキング作家）
プロフィール
・広告代理店(株) 東急エージェンシー勤務歴
・Canon Eos学園デジタルカメラ科卒業
・ 港北東急カルチャー１眼レフクラス他フォト
クラス開催中

・  書籍/「思い出をきれいに残すスクラップ
ブッキング」玄光社

ドイツのベルヒテスガー
デンペインティング。色鮮
やかなグリーンがデザイ
ンをより引き立たせます。
2023年のイースターはカ
ラフルに飾りましょう☆

赤と黒の漆器に梅の花をジョストボテクニックで描いていきます。
仕上がり後は食器としてお使いいただけます。　
初めての方も気楽にご参加ください。

可愛いブーツ型の素材に心が弾みます。キュートなキャ
ラクターを描いてみませんか？
デザイン：Carolyn Phillips

2作品が学べるお得なセミナー。それぞれのデザインの単色Verもお教えします。

水仙・ライラック・スズランと色々な
花の描き方が学べます。

初心者歓迎

※エッグはイメージ
　レッスン内でご紹介します
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東京  吉武 由美
「Gifts for me」

東京  林 由夏
「Atelier Yuka リボン遊びレッスンお花」

東京  根来 雪絵
「バッグ型道具箱」

東京  岡本 透子
「コンパクトメガネケース」

東京  大塚 吉朗
「～マイセンほら吹き男爵風陶板～」

東京  宇田 由恵
「お雛様」

● 日　時：11月27日（日） 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01190
● 受講料：￥5,120（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材 ￥4,290(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。

● 日　時：12月7日（水） 
 10：00 ～13：00

● セミナー番号：JZ-01192
● 受講料：￥5,500（税・材料費・施設費込）
　 ※ 1つ目のリボンは3色（黒、ライトグレー、茶）からお選び頂きます。お申込み時に

お知らせください（先着順）

● 日　時：2023年1月29日（日） 10：30 ～15：00
● セミナー番号：JZ-01193
● 受講料：￥6,800（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材 ￥3,850(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。

● 日　時：11月29日（火） 10：00 ～13：00
● セミナー番号：JZ-01191
● 受講料：￥4,600（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材 ￥1,620（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。

● 日　時：12月18日（日） 
 10：30 ～16：30

● セミナー番号：JZ-01230
● 受講料：￥9,300（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本校でご用意しております。

● 日　時：2023年1月27日（金） 
 10：00 ～16：00

● セミナー番号：JZ-01231
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材（￥7,000予価）
 (お雛様/陶器・ぼんぼり・菱餅・三宝台・シート
　 ※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。

アクセサリー 半日

リボン 半日

カルトナージュ 1DAY

カルトナージュ 半日

上絵付 1DAY

アクリル 1DAY

ファーバックブローチ（マフラー付き）
＆小物入れを作ります。

お花モチーフを2つ作ります。1つはパールやビーズを使ってリボンの特徴を生
かしたデザインです。ブローチ、ヘアアクセサリー、バックチャームとしてお使
いいただけます。2つ目は応用編！リボンの色は沢山の中からお選びいただき
アクセサリートレーの作り方もご紹介いたします。
レッスン後はティーチングフリーです。

バッグの形をした道具箱。内側仕切りあり。人気の小関鈴子さんの生地で。ソ
レイユレッスンスペシャル、同生地のミニチュアバッグ付きです。初心者の方も
お気軽にご参加下さい。

作品サイズ15×15/高さ13cm

厚紙と生地で作る、カルトナー
ジュでコンパクトな邪魔にならな
いメガネケースを作成いたします。
カルトナージュ初心者の方も是非
ご参加ください。
作品サイズ：
15.5×5.2×2.7cm

上絵付初心者の方も丁寧にご指導いたします。

三宝台には、重厚感の出る模様をシートで簡単に描きます。
全てコンパクトに収まるので、収納もしやすく、場所をとりません。
(陶器お雛様・ぼんぼり・菱餅・三宝台・模様付け用シート付）
季節が終われば全て収納してしまえます。

初心者歓迎初心者歓迎15名限定

受講料：￥9,300(税・施設費込)
材料費：￥3,300(税込)※素材は当日ご購入いただきます。

上質なオリーブオイルメインのオイルレシピにシアバターを加えた冬のしっとり石鹸。
パープル系で統一した上品なデザインにしました。通常セミナーよりも量の多い石けんです。
午前中にコンフェ作り（飾りのバラなど）のレッスンをして、ご自身で石けんにのせる飾りを
作って頂きます。
多めに作れた方はお持ち帰り頂けます☆

 森 初子 「パープルローズサボン」
日時：11月20日（日）10：30 ～16：30　セミナー番号：JZ-01229

午前「石鹸の上にのせるコンフェ（バラの飾り等）を作るレッスン」
午後「石けんを作り、午前に作ったコンフェを飾る」

東京

下準備なし

定員20名
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東京  小菅 清美
「ニードルパンチのBag」

● 日　時：2023年1月30日（月） 
 10：30 ～15：10
● セミナー番号：JZ-01194
● 受講料：￥6,000（税・施設費込）
● 素　材：￥5,720（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。当日販売いたします。

ファブリック 1DAY

秘密の花園の中には宝物が隠れて
います。お出掛けの時に連れて行き
たくなる可愛いお花のBagをつくり
ましょう。

～ご都合に合わせて選べる～

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。

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☆

こちらのセミナーは素材付となります。インストラクションと一緒に使用素材を送付いたします。

銀座ソレイユ対面＆オンラインレッスン

ファーバックブローチ
（マフラー付き）＆
小物入れを作ります。

デザイン：ジョソーニア

岡 紗裕実
「オーバルトレイ」

吉武 由美
「Gifts for me」

岡 紗裕実
「メアリーメーカーボックス」

● 日　時：11月30日（水）・12月22日（木） 10：30 ～14：00
● セミナー番号：JZ-01184
● 受講料：￥13,166(税・素材・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

● 日　時：11月27日（日） 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01190
● 受講料：￥5,120（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材 ￥4,290(税込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

● 日　時：2023年1月24日（火） 10：00 ～15：30
● セミナー番号：JZ-01185
● 受講料：￥7,837(税・素材・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

オンライン＋対面  

東京  瀬戸山 桂子
「このとびらの向こうに」

● 日　時：2023年1月28日（土） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-00000
● 受講料：￥9,300（税・施設費込）
● 素　材：２ウィンドウフレーム（425-01612）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

アクリル 1DAY

素材の仕切りを扉に見立ててバラが
描かれています。扉の向こうに美しい
ローズガーデンが広がります。

大人気の瀬戸山桂子定期クラス4期生を募集します
憧れの瀬戸山ローズの描き方からキュートなチーキー、魔女などのメルヘンなデザインまで、

幅広くテクニックを習得する事が出来ます。
カリキュラムはローズコースⅠ・Ⅱ・ベアコースの3部構成になっています。

4期生募集

瀬戸山 桂子ソフトシェードペインティングクラス
2023年3月23日（木）開講！

毎月第4木曜日 月1回日程： 10：30～16：30

￥8,800（施設費含む）受講料： 素　材： カリキュラムに準ずる

JZ-01233セミナー番号：
※デザイン代がカリキュラムごとにかかります。※月謝制　欠席の場合も受講料がかかります。
※月謝前払制の為、スタート時は２ヶ月分の受講料をお納めいただきます。

東京校

ご卒業おめでとうございます
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。

ジョストボグレードマスター渡辺洋子分教室
佐藤美子様

瀬戸山桂子プロフィール
1990年トールペイントに出会
い、1995年より講師活動を始
める。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・大阪の定期クラス他、
全国的にセミナーで活躍中。

東京
対面アクリル 半日

東京
対面アクリル 1DAY

アクリル ２DAYS
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教会の周りで遊ぶ子供たちや
ツリーを運ぶそりなど、楽し
げなクリスマスの1日が描か
れたアーリアメリカンなデザ
インです。ポインセチアの花
が風景のアクセントになって
います。

艶やかな牡丹を生き生きと描きます。
幾重にも重なった花びらを繊細に華やかに
仕上げましょう。

ハイジ・イングランドのかわ
いいデザインを描きましょ
う。対面受講とオンライン
受講が選べます。

レチーフレースの枠飾りで中央を引き
立たせエゾリスを本の表紙のように仕
上げます。

生き生きと描かれたアイリスが
素敵なデザインです。

お花の花びらが全て♡の形で描か
れています。
下準備動画が付きます。
(有料・受講料に含まれます)

堀江 るり子
「Winter Haven」

Rika（村松里香）
「牡丹」

Rose Blush
「Something Swedish」

宮柱 久子
「エゾリスRICKYの冬じたく」

Rika（村松里香）
「Blue Iris」

Rose Blush
「バレンタインハート」

● 日　時：12月20日（火） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01187
● 受講料：￥10,515(税・カレンダーボード〔ワイド〕・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

● 日　時：11月12日（土） 13：30 ～16：00
 12月10日（土） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01234
● 受講料：￥14,695
 (税・ロングパネル・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

● 日　時：12月9日（金） 10：00 ～14：00
● セミナー番号：JZ-01242
● 受講料：￥12,215(税・スペシャル素材・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

● 日　時：2023年1月12日（木） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01247
● 受講料：￥11,555(税・スペシャル素材・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

● 日　時：2023年1月14日（土） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01235
● 受講料：￥12,781(税・アンシャントンフレームアイボリー・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

● 日　時：2023年1月25日（水） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01284
● 受講料：￥9,200(税・下準備動画他込)
 ※スペシャル素材・送料が別途必要です。
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

デザイン：ミッシェル・ウォルトン

デザイン：Betty Caithness

淡く・優しいウォッシュの作
品です。初心者の方も丁寧
にご指導いたします。

● 日　時：12月3日（土） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01241
● 受講料：￥9,733(税・フラワープラーク中・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

押見 素子
「PRESENT FOR YOU♪」

森の動物たちとサンタの織りなすクリスマス
シーンの楽しいバードハウスです。キラキラ
のゴールドの鳥の巣と青い卵がアクセントに
なっています。

● 日　時：12月13日（火） 
 10：00 ～16：00

● セミナー番号：JZ-01186
● 受講料：￥11,185(税・スペシャル素材・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

堀江 るり子
「Christmas Tree Bird House」

デザイン：Janet Riegel

オンライン初登場

出版記念セミナー

デザイン：ハイジ・イングランド
東京
対面アクリル 1DAY

東京
対面オイル 1.5DAYS

東京
対面アクリル 1DAY

東京
対面アクリル 1DAY

東京
対面オイル 1DAY

東京
対面アクリル 1DAY

東京
対面アクリル 1DAY

東京
対面アクリル 1DAY
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背景にはシルクスクリーンを施して、甘く
香るカヌレを描きましょう。

対面セミナーの方は終了後、
café&deli Soleilの美味しいランチ付き
(ランチ代別途)

2023年カレンダーより。
憧れのヨーロピアンのアイア
ンドア。シルクスクリーンも施
して繊細な風景を描きます。
下準備もシルクスクリーンで
できて簡単です。

対面セミナーの方は終了後、
café&deli Soleilの美味しいランチ付き
(ランチ代別途)

弓部 玲子
「Cannele' de Bordeaux -カヌレ-」

宮本 美夏
ランチ付きLesson「18世紀のアンティーク～騎馬兵の風景画～」

森 初子
「House of Rose」

宮本 美夏
ランチ付きLesson「18世紀のアンティーク～鳥と花～」

● 日　時：12月6日（火） 
 10：15～13：15

● セミナー番号：JZ-01236
● 受講料：￥8,164
 (税・シーズンズボックス・インストラクション・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします

● 日　時：11月8日（火） 10：30 ～13：00
● セミナー番号：JZ-01175
● 受講料：￥8,679(税・R31ニューフレームミニ・インスト代・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

● 日　時：12月13日（火） 10：30 ～13：00
● セミナー番号：JZ-01176
● 受講料：￥8,679(税・R31ニューフレームミニ・インスト代・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

● 日　時：2023年2月8日（水） 
 10：15～13：15

● セミナー番号：JZ-01237
● 受講料：￥7,823
 (税・小物ケース・インストラクション・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします

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
こちらのセミナーは素材付となります。インストラクションと一緒に使用素材を送付いたします。

オンライン 銀座ソレイユ オンラインレッスン

森 初子
『アッセンデルフト・ヴィンテージコレクション 第4弾』
●中級～上級編　№9「Iris」アイリス

森 初子
『アッセンデルフト・ヴィンテージコレクション 第4弾』
●中級～上級編　№10「Poinsettia」ポインセチア

＊ヨーロッパタイプの華やかな花びらのアイリスです。
今回は2つの形のタイプのアイリスのレッスンです。
シックな色調で描いてみました。

＊ロウソクや装飾のモチーフを加えてクリスマスの
華やかなイメージでデザインしました。
アッセンデルフトはクリスマス向けのデザインが少
ないので、この作品はぜひコレクションに加えて頂
けたらと思います。

20名限定 20名限定

● 日　時：2023年1月21日（土） 
 10：00 ～16：00

● セミナー番号：JZ-01238
● 受講料：￥11,747
 (税・ポリレジンフレーム フレンチオーバル・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

● 日　時：2023年2月11日（土・祝） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01239
● 受講料：￥11,692
 (税・R31ニューフレーム・インストラクション・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

東京
対面アクリル 半日

アクリル 半日 アクリル 半日

東京
対面アクリル 半日

東京
対面オイル 1DAY

東京
対面アクリル 1DAY
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ローズ&マムのChicなお正月アレンジを
デザインしました。
深みのあるレッドローズ2023年は活気
が戻る年になれば…と「活力」をイメージ
出来る色合にしてみましたメインはシエ
ダーで描くストロークローズとフイルバー
トのストロークで描くマムこちらのスト
ロークをお伝えしたいと思います。

優しいパープル系で、4種類のローズを
描きます。付属パーツでキラキラに仕
上げます。

基本のホワイトローズの描き方、ステップバイステップを作品にしました。ストロークローズは、
描けば描くほど上達します。お部屋に飾っていつでも気軽に練習して、バラの達人になりましょ
う。初めての方も是非ご参加ください。

幸福をもたらせる…
春の訪れを告げる…と言われている
ツバメ白スミレとフリフリッとしたくすみ
パープルの薔薇で大人可愛いくデザインし
ました。アンギラー筆で描く小ぶりなスト
ロークの薔薇を楽しく描いてみませんか？

縁起の良い八角のウッドに白い水
仙と赤い南天でお正月のアレンジ
メントを華やかに描きました。
おめかしふくちゃんからの新年の
ご挨拶です。

藤崎 ミサ子
「2023 Happy New year」

小林 真紀子
「Rose in Bloom」

山崎 裕子
「HOW TO DRAW STROKE ROSE～ストロークローズの描き方～」

藤崎 ミサ子
「News from the swallow ～ツバメの便り～」

富永 ゆかり
「迎春～ふくちゃんのお正月」

● 日　時：12月1日（木） 10：30 ～14：30
● セミナー番号：JZ-01178
● 受講料：￥7,683(税・フレンチコーナー 大・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

● 日　時：12月2日（金） 
 10：00 ～14：00

● セミナー番号：JZ-01180
● 受講料：￥7,804(税・ワイドエッジ オーバル小・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

● 日　時：2023年1月25日（水） 10：30 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01183
● 受講料：￥12,715
(税・フレーム付きカレンダーボード [ワイド]・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

● 日　時：2023年1月30日（月） 
 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01179
● 受講料：￥6,484(税・ワイドエッジ オーバル・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

● 日　時：12月7日（水） 10：00 ～14：00
● セミナー番号：JZ-01181
● 受講料：￥6,902(税・プラーク 八角型アール・インスト代・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

アクリル 1DAY

アクリル 1DAY

オイル 1DAY

アクリル 半日

アクリル 1DAY

● 日　時：10月23日（日） 
 10：00 ～14：00
● セミナー番号：JZ-01174
● 受講料：￥7,475
(税・M's style エンブレムプラーク・送料込)
※素材は当日使用する資料と一緒にお送りいたします。

富永 ゆかり
「ハロウィンの猫マトさん」
ペイントフレンド49 表紙掲載作品です。
インストラクション、図案は、ペイントフレ
ンド Vol.49 (438-0049)を使用します。

● 日　時：11月22日（火）・12月16日（金）
 2023年1月13日（金） 17：00 ～17：30
● セミナー番号：JZ-01177
● 受講料：￥2,200(税込)

国吉 明子
「ペインターが教えるリラックス講座」
コロナ禍に於いて先のことがまだよくわからない環境に置かれている私達です
が、それでもzoom,対面での年末
～年始にかけてのお集まりに向
けて【スッキリはつらつ小顔を創
るお顔のセルフケア】を開催いた
します。

アクリル 1DAY

半日
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大阪  弓部 玲子
「Cannele' de Bordeaux -カヌレ-」

● 日　時：12月9日（金） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01245
● 受講料：￥9,300（税・施設費込）
● 素　材：ポリレジンフレーム フレンチオーバル（433-419）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

オイル 1DAY

背景にはシルクスクリーンを施して、
甘く香るカヌレを描きましょう。

大阪  瀬戸山 桂子
「Ja un Panier de fleurs ～花かごを持って～」

大阪  Rika（村松里香）
「牡丹」

● 日　時：12月8日（木） 
 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（433-443）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

● 日　時：2023年2月8日（水） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01244
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：ロングパネル（425-01547）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

アクリル 1DAY

オイル 1DAY

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。

艶やかな牡丹を生き生きと描きます。
幾重にも重なった花びらを丁寧に描き
ます。

出版記念セミナー

ほうろうペインティング初めてさん大歓迎。
お花のデザインは、驚くテクニックで超簡単
に描けます。下準備なし。

久々のオンラインセミナー♪
ご自宅でゆっくりと学びませんか？

大高 吟子
ほうろうペインティングで描く【お花のワルツ】

白井 里美
「バイオレットアイスのスワッグ」

● 日　時：12月9日（金）【限定8名】
 2023年1月10日（火）【限定7名】
 10：00 ～16：00　
 ご都合の良い日程でお申込みください。

● セミナー番号：JZ-01182
● 受講料：￥12,345(税・スペシャル素材・インスト代・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

● 日　時：2023年1月31日（火） 
 10：00 ～16：30

 ※お昼休憩1.5h
● セミナー番号：JZ-01240
● 受講料：￥10,224(税・プラークフレンチ・送料込)
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

ほうろう 1DAY

アクリル 1DAY

出版記念セミナー 名古屋  勝倉 秀美 シアージュ技法・体験会

「アメリカンチェリー」

● 日　時：10月26日（水） 10：00 ～14：30
● セミナー番号：JZ-01195
● 受講料：￥3,850（税・施設費込）
● 素　材：ポリレジンフレーム フレンチガーデン（433-422）
　 ※素材は名古屋でご用意しています。各自ご購入ください。

11月から始まる定期クラスに
向けて、丸筆で写実的に描くシ
アージュ技法を体験していただ
ける半日セミナーです。この機
会にぜひご参加ください。

アクリル 半日

古くから芸術として親しまれるボタニカルアートを
金属、木製品、布などあらゆる素材に描いて楽しみます。

「シアージュ・ボタニカルアート」
新規生徒募集！  11月より 新規開講 勝倉 秀美名古屋

紙にも勿論描けますから、趣味の世界が広がります。植物を描くときのこれまでの疑
問がここで解決できます。バラ(４種)、アネモネ、ラズベリー、苺、キキョウ、林檎、スイー
トピー、桜、カサブランカ、ジャーマンアイリス、柿、葡萄、フリージア、牡丹、椿(３種)、
ハイビスカス、レモン、サクランボ、カーネーション、アジサイ、コチョウラン。日本人
に愛さてきた植物を基本に描いていきます。その後デザインコースへ移行可。

● 日　時：11月9日（水）スタート 10：00 ～16：00
● 受講料：￥7,700（施設費別途）
● 素　材：カリキュラムに準ずる
　 ※デザイン代等、別途有り　※素材は名古屋店で用意しています。各自で購入下さい。

毎月第２水曜

定期クラス
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名古屋  鋤柄 淑恵
「白い綿毛のアンティークうさぎ」

名古屋  井下 尚子
「仔猫のクリスマス」

名古屋  Rika（村松里香）
「ホワイトクリスマスのランタンとスノーマン」

名古屋  安田 美恵子
「和のクリスマス」

名古屋  根本 美幸
「ガラスに描くプリティーローズ」

● 日　時：11月17日（木）
 12月15日（木） 
 10：00 ～13：00
● 受講料：各回￥5,500（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。

● 日　時：11月24日（木） 
 10：30 ～13：00
● セミナー番号：JZ-01198
● 受講料：オンライン￥6,300（税・材料費・送料込）
● 素　材：ポリレジンフレームアンティークリボン縦長
 （433-388）
　 ※素材はインストラクションと一緒にお送り致します。

● 日　時：11月30日（水） 
 10：30 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01201
● 受講料：￥8,200（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。

● 日　時：11月21日（月） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01197
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

● 日　時：11月28日（月） 
 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-01199　オンラインJZ-01200
● 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（材料費別途）
　 ※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。

ハンドメイド 半日

アクリル 1DAY

アクリル 1DAY

今回は白い毛がモフモフのうさぎをつくり
ます♪
クリクリのお目目はアンティークシューボ
タンで作ります。

クリスマスベルを触りたいキュートな
仔猫ちゃんを半日で描きます。

ホワイトクリスマスをイメージして素敵
なランタン素材にアクリル絵具で描き
ます。同じデザインで可愛いサンタを
添えて・・・。ほっこりした気持ちで楽
しく描きましょう♪

冬の間ずっと飾れる雰囲気がステキな
ポインセチアのクリスマス作品です。

涼しげなガラスのプレートに専用
ペイントで可愛いバラを描きます。

名古屋  川島 詠子
「Mon coffre a tresor」

● 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）
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

アクリル 1DAY

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。

出版記念セミナー

名古屋  瀬戸山 桂子
「La prairie flourie」

● 日　時：11月10日（木） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01196
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：アートフレーム18B（433-438）
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

アクリル 1DAY

つぶらな瞳が愛らしいクマちゃん
背景の植物画はプリントされています。
今回はひまわりやお花が可愛い背景と
なります～

出版記念セミナー

アクリル 半日

ガラス
ペイント 半日

名古屋  河崎 香
「Noel」

● 日　時：10月28日（金）
 11月25日（金） 
 10：00 ～16：00

● 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。

オイル 2DAYS

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。

お急ぎ下さい
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名古屋  川口 奈緒美
「くるみ割り人形」

名古屋  美濃和 晶子
「己書①」

名古屋  尾形 仁美
「象眼技法で描く～しめ縄飾りのプレート～」

名古屋  弓部 玲子
「Cannele' de Bordeaux -カヌレ-」

名古屋  丹羽 明代
「Happy Birthday」

● 日　時：12月7日（水） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01202
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：プロビンシャル フレーム（433-426）
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

● 日　時：12月22日（木） 10：00 ～13：00
● セミナー番号：JZ-01204
● 受講料：￥3,850（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。

● 日　時：12月19日（月） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01203
● 受講料：￥7,100（税・施設費込）
● 素　材：ノルディックパネルアウター（470-00014）
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

● 日　時：2023年1月23日（月） 
 10：00 ～16：00

● セミナー番号：JZ-01205
● 受講料：￥9,300（税・施設費込）
● 素　材：ポリレジンフレーム フレンチオーバル（433-419）
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

● 日　時：12月6日（火） 11：00 ～13：00
● 受講料：￥7,700（税・材料費・施設費込）
● 素　材：スペシャルキット
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

アクリル 1DAY

己書 半日
アクリル 1DAY

オイル 1DAY

ドールハウス 半日

久しぶりの川口奈緒美先生のセミナーです～
今回は5種類のナッツクラッカーと
POPな薔薇の花を描きます♪
ぜひ、ご参加くださいね！

名古屋校初の己書の体験レッスンです。
当日はお好きな文字で描いてみましょう。

象嵌技法を用いてお正月のしめ縄飾
りを描きます。新年を迎える縁起の良
いモチーフを彩り良くあしらった作品
です。

背景にはシルクスクリーンを施して、甘
い香りがただよってきそうなカヌレを
描きましょう。

誰にでも毎年やってくる誕生日
新たな願いが叶いますように、また希望に
満ちた1年が始まりますようにと願いつつ
楽しい誕生日パーティをイメージした
ドールハウスの作品です。
ハッピーカラーをピンクとペパーミットブルー
で表現してみました♡

名古屋  柏谷 秀子
「ベビーアニマル～ハリネズミ」

● 日　時：2023年2月25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。

アクリル 1DAY

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。

延期により日程変更

延期により日程変更名古屋  松井 京子
「Mon jardin ～つるバラとデイジーの咲く庭」

● 日　時：2023年1月19日（木） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01124
● 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）
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

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。

※素材は作品写真と異なります

名古屋  長谷川 廣
「ニコニコ滝」

● 日　時：2023年1月12日（木）
 2月9日（木） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01206
● 受講料：￥8,200（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。

アクリル 2DAYS

三重県の大杉渓谷にあるニコニコ滝。エ
メラルドグリーンの秘境をアクリル絵具
で表現します。

アクリル 1DAY
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名古屋  松井 京子
「パピエ時短スケッチレッスン6回コース」

● 日　時：毎月第1水曜日 2023年2月1日（水）・3月1日（水）・4月5日（水）
 6月7日（水）・7月5日（水）・8月2日（水） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01207
● 受講料：各回￥7,700（税・施設費込）※材料費は別途
● 素　材：スペシャルセット

水彩画 6回
コース

時短スケッチは、誰でも気軽に合間時間を使って楽しめる絵の描き方です。
透明水彩絵具・耐水ペンを使って、「絵作り」をしながら魅力的に見えるスケッチを描いていきましょう♪
カードなどのアレンジもレッスン致します。
①透明水彩絵具の使い方／時短スケッチの基本
②季節のアイテムを描こう／影色をつくろう
③写真からスケッチ／白の表見

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
高いなあ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。

～ハンドメイドのクレイパーツでアクセサリーを作りましょう～
藤井先生の制作したクレイパーツと他のアクセサリー
素材を選んで、自分好みのオリジナルアクセサリーを
お茶を飲みながら楽しく制作しましょう。

お酒好きなあなたへ贈る、美味しいビールとスイーツのペアリング
セミナーを予定しております。3～4種類のクラフトビールにはど
んなスイーツが合うのでしょうか？
詳しくは決まり次第HPに掲載します。お楽しみに(̂ - )̂
日曜日の午後、次の日から頑張れる時間を講師mayuさんと一緒に
過ごしませんか。

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～

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カラダ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をしております。詳しくは銀座ソレイユHPに順次掲載いたしますのでご覧ください。

～Café＆Deli Ginza SOLEIL＋ よりお知らせ～

食べるオイルセミナー
【1DAY講座のオイル美容学】

【SOLEIL＋秋の特別企画】 ドリンク付き クラフトビール飲み比べ第2弾【予告】

Caféで行うレッスン ニットカフェ

講　師：あめお
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
　16ページをご覧ください。

講　師：クレイジュエルSchool　藤井 里枝
日　時：12月18日（日）15：00 ～16：30
セミナー番号：JZ-01249
受講料：￥¥3,300 ～（税込・予価）
※ 材料代・ドリンク代が含まれたスペシャルな価格でご受講いただけます。
※ ドリンクをアイスに変更することもできますよ♪
※ 申込はソレイユフォークアートデミーまで16ページご覧ください。
※ 詳しくはHPにて

日　時：毎月第１火曜日10：00～12：00
 年内スケジュール11月1日（火）・12月6日（火）
受講料：￥3,300(税込)+資材代+飲食費

※または、直接ブログへhttp://knit-minao.at.webry.info/
※各回申込み制です  ※道具は初回貸出し可能（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
※ソレイユセミナーとお申し込み方法が違いますのでご注意ください。

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

10名限定

森 初子　　　　　「アッセンデルフト・ヴィンテージコレクション』

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）

● 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 日時：10月24日（月） 

10：30 ～12：30 
日時：10月24日（月） 
13：30 ～15：30 

№ 3「Rose」 № 4「Stock」

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。

Lesson Point!!
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。
どうしても日程があわない、遠方で来られない方に朗報です！ オンライン動画をお送りすることもできます。
（有料）詳細は名古屋校まで

名古屋

10名限定

アクリル 半日
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ソレイユからのお知らせ
名古屋店 ネットショップ銀座本店

〒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。
TEL：03-6433-2391　FAX：03-6433-2191

〒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

〒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  ☎03-6263-0641
日曜が祝祭日の場合は営業します。
不定休でお休みをいただくことがあります。
HPでご確認ください。

イベント お買い物スタンプ2倍DAYお買い物スタンプ2倍DAY

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。銀座ソレイユは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。
本店LINEお友達にご登録いただくと店頭で使える
300円クーポン取得できます。

銀座ソレイユ本店公式Lineはこちら

いつも公式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。
おトクな情報やイベント・新商品などを毎週1回配信しているLINEの
登録はお済でしょうか？ 初回登録限定クーポンを配信いたします！

初回LINE登録で300円OFFクーポンGET★
- 公式ネットショップで使える300円クーポン！（1回のみ）
- お買い上げ金額税込み3,300円以上で利用可能です。
-使用する場合は「注文する」を押した後に、
購入商品一覧の下に「クーポンコード入力」がございますので、そちら
に入力をお願いいたします。

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☆

10月・11月・12月・1月の更新を迎える会員様へ
＜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。
10月・11月・12月・1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）

〔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）
〔12月更新の会員様〕  12月5日（月）    〔1月更新の会員様〕  　 1月5日（水）

＜年会費に関するお知らせ＞重要!!

退会手続きはこちら→

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

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

＜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」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。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。）

 

 

＜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。

 

LINE会員限定様クーポンも今後配信あり♪LINE会員限定様クーポンも今後配信あり♪

10月16日（日）・11月16日（水）
12月16日（金）

開催期間：

Lineスタンプカードが始まりました

冬期休業のお知らせ

12月28日(水)～2023年1月4日（水）
 

受注センター（通販・ネットショップ）
※12月26日受注分までは年内の出荷・それ以降は1月4日以降順次発送させていただきます。

12月28日(水)～2023年1月4日(水)
 

銀座本店・名古屋店

下記日程は、冬期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。
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日時：10月24日（月） 
13：30 ～15：30 

№ 4「Stock」

銀座ソレイユ本店ワークショップ①
「シルクスクリーントートバッグ」

銀座ソレイユ本店ワークショップ②
「オーブンクレイアクセサリー」

Lessonやお買い物に便利なトート
バッグ。シルクスクリーンを施して、
オリジナル感アップさせましょう！
シルクスクリーンが初めての方も丁
寧にご指導しますので、お気軽に
ご参加ください。

オーブンクレイpremoを使って、おしゃれなアクセサリー作りを体験しませんか？
オリジナルアクセサリー作りを楽しんでいただけます！
初めての方も丁寧にご指導しますので、お気軽にご参加ください。

日　時：11月1日（火）14：00 ～15：00
 11月21日（月）10：30 ～11：30
 12月24日（土）10：30 ～11：30
セミナー番号：JZ-01246
参加料：￥2,000(税・素材込)　定員：各回6名
※ 申込はソレイユフォークアートアカデミーまで16ページをご覧ください。

日　時：11月24日（木）10：00 ～12：00
セミナー番号：JZ-01247
参加費：￥1,200(税込)※premo2種お買求めいただきます　パーツ代別途￥300
定員：6名
※ 申込はソレイユフォークアートアカデミーまで16ページをご覧ください。

当日作るのは1セットです。パーツ丸型、六角形はお選びいただけます

WS講師：金毅成（キン ギセイ）
中国からの留学生です。小学生の時、偶然の出会いがきっかけで手作りを初めました。
その時からほぼ毎日色々なアクセサリーや小物を作り続けています。数年前インター
ネットでポリマーを初めて知り製作技法が軽量粘土や樹脂粘土と違いとても面白いと思
いました。ポリマークレイの独学を始め、今年はポリマークレイ製作の5年目です。日
常生活からインスピレーションを受けて、美しい景色や楽しい瞬間を手作り作品を記録

します。今は多摩美術大学工芸学科金属グループで勉強しています。将来はよりレベル高いジュエリーを
作りたいです。ジュエリーデザイナーの夢を目指しています。



銀座ソレイユ カスタマーセンター銀座ソレイユ カスタマーセンター銀座ソレイユ カスタマーセンター

VOL.6VOL.6VOL.6ソレイユメンバー通信ソレイユメンバー通信ソレイユメンバー通信

　　　　　　銀座ソレイユ カスタマーセンターがリニューアルオープン！
6月15日より銀座ソレイユ カスタマーセンター (旧：銀座ソレイユ 受注センター )が東京都品川にリニューアルオープンいたしました。

～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～

銀座ソレイユ カスタマーセンター銀座ソレイユ カスタマーセンター銀座ソレイユ カスタマーセンター

VOL.4VOL.4VOL.4ソレイユメンバー通信ソレイユメンバー通信ソレイユメンバー通信

　　　　　　銀座ソレイユ カスタマーセンターがリニューアルオープン！
6月15日より銀座ソレイユ カスタマーセンター (旧：銀座ソレイユ 受注センター )が東京都品川にリニューアルオープンいたしました。

～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～

Produced by GSC

Café & Deli Ginza Soleil+ より
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銀座はちみつのクリームサンド販売中です♪
レーズンとクランベリーの2種類ご用意しております。

スタッフが１つ１つ手作りしているクリームサンド。
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使用しています。
シンプルな甘さのたっぷりクリームに果実がマッチ！

箱入りなのでレッスン後のお土産にも最適です。
単品（270円税込）でも販売していますので
レッスンの合間にぜひお試しください☆
クリームサンド
通信販売もおこなっています！

404-0055 銀座はちみつのレーズンクリームサンド5個入　￥1,458(税込)
404-0056 銀座はちみつのクランベリークリームサンド5個入　￥1,458(税込）

Café＆Deli Ginza Soleil＋のインスタグラム登録もお願いいたします。
カフェでのワークショップ情報や新メニューなど更新中です！ 

※パッケージはイメージです

こちらから↓

トールを始めて25年、美大を卒業しグラフィックデザイナーとして頑張ってい
た頃にトールに出会い大好きになりました。
ATELIER Kでは、見本をそのまま描くのではなく、ベースを変えたりレイアウト
を変えたり相談しながらオーダーメイドの作品が作れます。また、ストレスなく
通ってもらえるよう、月謝制ではなくワンレッスン制。曜日、回数も自由です。
生徒さん1人1人の人柄もとても温かくアットホームな空間です。
そして、定期的に作品展を開催し、刺激しあっています。さらにコロナ禍でも安
心して続けてもらえるよう、2年前からリモートレッスンを始めました。
対面と変わらず完成度の高い作品が作れており、遠方の生徒さんもたくさんい
らっしゃいます。
まずは、体験レッスンへお気軽にご参加ください。
対面、リモートどちらでも可能です。フリーと講師コースがあります。
・干支リースは毎年制作します。
・ウェディングボードは生徒さんと一緒に考えながら素敵に仕上げます。
是非お仲間に入りませんか？

●お問い合わせ

AtelierK (アトリエケイ)
新井久美(東京都杉並区)
auiphx6735@yahoo.co.jp
携帯TEL　080ｰ4177ｰ2318

AtelierK (アトリエケイ)
新井久美さま（東京都杉並区）

＜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
●TEL 03-6433-2391  FAX 03-6433-2191
（TEL・FAXも可）

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？
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～ト－ルペイントカタログ Vol.6 正誤表～
｢ト－ルペイントカタログVol.6｣に誤りがありました。お詫び申し上げます。
下記の通り訂正させていただきます。

ページ 変更対象商品 誤 正
P.56 注文品番 ウィンザー&ニュートン油絵具＊印（37ml）掲載漏れ

444-1056、444-1426,444-1526、444-2111 21ml 37ml

価格訂正 税込￥1,320 税込￥946
注文番号（品番）間違い 431-56（SS-56） 431-137（SS-137）

注文品番　431-57 水性アクリルニス　透明150ｇ ¥1,200 ¥860
価格訂正 税込￥1,320 税込￥946
注文番号（品番）間違い 431-57（SS-57） 431-138（SS-138）

P.67 注文品番　339-134 クリアーポーリングトップコート8oz.236ml ￥1,800B ￥2,180B
※2022年9月1日より価格変更 税込￥1,980B 税込￥2,398B

注文品番　327-12 アメリカーナ スプレーニス グロス ￥2,200 ￥2,480
※2022年9月1日より価格変更 税込￥2,420 税込￥2,728

注文品番　327-13 アメリカーナ スプレーニス マット ￥2,200 ￥2,480
※2022年9月1日より価格変更 税込￥2,420 税込￥2,728

注文品番　346-016 トリプルシックグロススプレー（つやあり）6oz.170g ￥2,000 ￥2,200
※2022年9月1日より価格変更 税込￥2,200 税込￥2,420

注文品番　376-3700 ジョーソニア ポリウレタンニス マット 8.4oz.250ml ￥1,800B ￥2,100B
※2022年9月1日より価格変更 税込￥1,980B 税込￥2,310B

注文品番　376-3600 ジョーソニア ポリウレタンニス マット 2oz.60ml ￥520B ￥600B
※2022年9月1日より価格変更 税込￥572B 税込￥660B

注文品番　376-3701 ジョーソニア ポリウレタンニス グロス 8.4oz.250ml ￥1,800B ￥2,100B
※2022年9月1日より価格変更 税込￥1,980B 税込￥2,310B

注文品番　376-3601 ジョーソニア ポリウレタンニス グロス 2oz.60ml ￥520B ￥600B
※2022年9月1日より価格変更 税込￥572B 税込￥660B

注文品番　376-3856 ジョーソニア ポリウレタンニス サテン 8.4oz.250ml ￥1,800B ￥2,100B
※2022年9月1日より価格変更 税込￥1,980B 税込￥2,310B

注文品番　376-3855 ジョーソニア ポリウレタンニス サテン 2oz.60ml ￥520B ￥600B
※2022年9月1日より価格変更 税込￥572B 税込￥660B

P.74 注文品番　900-01 ウェットパレット（フィルム10枚とスポンジ1枚入り） ¥550
（SF-277） スペック掲載漏れ（画像のみ掲載あり） 税込￥605

スポンジ17.5×11.5cm
P.80 注文品番　423-6171 カリグラフィーアルファベット ¥780 ¥850

価格訂正 税込￥858 税込￥935
P.83 注文品番　424-071 時計針SH-07（ブラック） 時計針=6.1cm 

分針=8cm
サイズ記載漏れ 秒針=7.4cm

注文品番　424-25 時計針SH-25（ブラック） 時計針=7.4cm
分針=10.3cm

サイズ記載漏れ 秒針=7.4cm
P.93 注文品番　417-2231 Antique Lace Sampler 弓部玲子シルクスクリーンのみ 廃番
P.94 注文品番　417-7018 ポワンドガース２弓部玲子シルクスクリーン シルクスクリーン画像間違い
P.110 注文品番　425-01542 タイルフレーム1×３ 無地プレーンタイル取扱なし
P.121 注文品番　SW-439 ホワイトキーボックス SW-439 433-439
P.124 注文品番　425-00500 マガジンラック　サイドテーブル ★送料別途必要
P.137 弓部玲子　本・DVD

記載漏れ
注文品番　449-0281 弓部玲子デザインブック「MERCERIE」～La Toile～ 税込￥3,080K
注文品番　449-0295 弓部玲子デザインブック「la Palette」-ラ・パレット- 税込￥3,300K
注文品番　421-3021 弓部玲子DVD ｢Vintage Lace Collection｣（オイル） 税込￥3,278特
注文品番　421-3025 弓部玲子DVD｢Cherish｣（アクリル） 税込￥3,520特
注文品番　421-3026 弓部玲子DVD｢FrenchFragrance｣（オイル） 税込￥3,520特
注文品番　421-3032 弓部玲子DVD「Pure White」（オイル） 税込￥3,520特
注文品番　421-3034 弓部玲子DVD「Autumn Shades」（アクリル） 税込￥3,520特

P.141 注文品番　417-2231 Antique Lace Sampler 弓部玲子キット 税込￥1,980特 税込￥3,080特
素材別売り 素材付きになります

注文品番　417-2265 弓部玲子「Mimosa Lace」(A5シルク付パケット) SA-2065 SA-2265
注文品番　417-2266 弓部玲子「Lavender」（A5シルクスクリーン付きパケット） SA-2066 SA-2266
注文品番　417-2267 弓部玲子「Violet Blanc」（A5シルクスクリーン付きパケット） SA-2067 SA-2267
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（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。

お得な情報が満載の
メールマガジンの
お申し込みは
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03-6263-2051
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頒布価格 税込￥550

Special Presents for Winter
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～冬の贈り物～

クリスマスをシックに
彩ってくれるプレート。
そして、2023年をお迎えするのに
ふさわしい素敵な寿ぎBOX。
どちらも皆様に喜んでいただける作品です。

注文番号

市松ボックスフレーム
20×20×5cm
本体価格 ¥1,350K（税込1,485K）
（SK-01615）

425-01615

注文番号

「白いハープのクリスマスプレート」
八野田斉子 パターンパケット
図案・インストラクション
本体価格 ¥800特（税込￥880）
（PP-00295）

411-00295

注文番号

「初春の寿ぎBOX」
八野田斉子 パターンパケット
図案・インストラクション
本体価格 ¥800特（税込￥880）
（PP-00296）

411-00296

白いハープの
クリスマスプレート

＜別売シルクスクリーン＞
シルクスクリーン　矢絣(小) (注文番号 417-1932) 
シルクスクリーン　菱パターン(小) (注文番号 417-1937) 

＜別売素材＞ 注文番号

スカラッププラーク 
24Φ
直径約24cm×厚み約0.9cm
本体価格 ¥2,000（税込￥2,200）
（SK-01615）

425-01615
＜別売素材＞

パターンパケット

パターンパケット


