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禁無断転載
頒布価格 税込￥550

八野田 斉子
小さな作品展 in名古屋店

八野田 斉子先生 尾形 さゆり先生

～八野田先生座談会～ ～何でもＯＫ！ 気さくにトーク～
トークイベント トークイベント

銀座ソレイユ名古屋店が新しく生まれ変わります！
～名古屋店が4月に移転～

大人気の八野田斉子先生の選りすぐりの作品を集めた
小さな作品展を名古屋店「作品展コーナー」にて開催！

移転準備の為、3月29日（水）より一時休業となります。
新しい名古屋店は4月12日（水）（予定）より新天地でオープンいたします。
移転先は147号またはHP・SNSにてお知らせいたします。
少しの間、ご不便をおかけいたしますがご了承下さいますよう、よろしくお願いいたします。

八野田斉子先生の初トークイベント企画です。
ZOOMを初めて使うお客様も、ワンコインで気軽にご参加いただけます。
Q＆Aコーナーでは、皆様からの質問を沢山お待ちしております。
是非、下のイベントお申し込みフォームより先生へのご質問をお送りください♪

JCA協会「トールペイント検定」審査員の尾形さゆり先生にペイントの悩
みなどを質問してみましょう。またペイント以外のことでもOK！気軽な座
談会にして、リラックスしながら盛り上がりましょう！
尾形さゆり先生の初トークイベント企画です。
ZOOMを初めて使うお客様も、ワンコインで気軽にご参加いただけます。
質問などがありましたら、事前にメールをお送りください。

〈メール先〉kikaku3@sun-k.co.jp

店頭商品の10%OFFセール（￥6,600以上）と店内特別商品を大処分価格で販売！
店内の家具、備品を超お値打ち価格で販売いたします！

〈お問い合わせTEL〉 名古屋店 052-744-0451

10％ OFF＆移転大処分セール　2月24日（金）～3月17日（金）
淡いブルーやグリーンを基調にした独自の世界観のあ
る作品を展示いたします。ぜひ、お誘いあわせの上、ご
来店ください！

2月13日（月）～25日（土）

PCまたはスマホでZOOMを使って、先生達と楽しいおしゃべりしてみませんか？

お問合せ：TEL：03-6433-2391
お申し込み：ネットでお申し込みください。

オンライン座談会先生と

定員：各回20名

ワンコインZOOM体験 ワンコインZOOM体験

2月14日（火）13：00～14：00 2月22日（水）14：00～15：00

【セミナー番号】JZ-01307
【開催場所】ZOOM
【参加費】￥500（税込￥550）
【お申込み方法】
銀座ソレイユのホームページからお申し込みください。

【セミナー番号】JZ-01309
【開催場所】ZOOM
【参加費】￥500（税込￥550）
【お申込み方法】
銀座ソレイユのホームページからお申し込みください。

八野田斉子
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

尾形さゆり
幼い頃から油絵を学び、学生時代アメリカに留学中、
トールペイント（デコラティブペイント）と出会う。
帰国後、放送局に勤め退職後は、トールペインターとして各地で教室を開く。
JCA協会トールペイント検定審査員。
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Enjoy your Paint Life
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【デジタル版】

P2 春の八角リースキット

P4 贈って喜ばれるペイントアクセサリー

P12 猫の日を祝って！

P9 ソレッティシリーズに「シルクペイント」 誕生！
作　河崎香パターンパケット「Bear～Vintage style～」(411-00297)
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大・小の八角リースを使った新商品白木を春らしく彩りました。

季節を問わず楽しめる
デザインキットです♪ 春のリースキット

注文番号

春のリースキット
「 Waiting for Spring Time」

白木、インストラクション、図案
飾りパーツの作り方、カラー写真入り
本体価格 ¥3,480特（税込￥3,828特）

（SA-2509）

417-2509

注文番号

春のリースキット
「早春の和花」

白木、インストラクション、図案
カラー写真入り
本体価格 ¥3,480特（税込￥3,828特）

（SA-2510）

417-2510注文番号

春のリースキット
「Le printemps ～花あふれて～」

白木、インストラクション、図案
カラー写真入り
本体価格 ¥3,480特（税込￥3,828特）

（SA-2508）

417-2508

注文番号

初春の寿ぎBOX
八野田 斉子パターンパケット
インストラクション・図案
カラー写真入り
本体価格 ¥800特（税込￥880特）

（PP-00296）

411-00296 注文番号

Nostalgic Flowers
～れんげの思い出～　
白井 里美パターンパケット
インストラクション・図案
カラー写真入り
本体価格 ¥800特（税込￥880特）

（PP-00291）

411-00066

注文番号

Arrangement of Flowers
新貝 美代子パターンパケット
インストラクション・図案
カラー写真入り
本体価格 ¥800特（税込￥880特）

（PP-00066）

411-00291

注文番号

フレンチプロビンシャル
サイン 中
約：34×20×1.7cm
本体価格 ¥2,000（税込￥2,200）

（SK-04031）

425-04031

注文番号

スカラッププラーク 大 45φ
約：45×45×0.9cm
本体価格 ¥3,600（税込￥3,960）

（SK-00366）

425-00366
注文番号

市松ボックスフレーム
約：22.5×22.5×4cm
本体価格 ¥1,350K（税込￥1,485K）

（SA-2416）

417-2416

注文番号

八角リース　大小2ケセット
外リース外寸 約：30×30×1.3cm
外リース内寸 約：18×18×1.3cm
 　　　(内リース外寸と同じ）
内リース内寸 約：8×8×1.3cm
本体価格 ¥3,300（税込￥3,630）

（SK-01910）

425-01910

古 い 裁 縫 道 具 ・ ボ タ ン 等 と 花 々 を ア レ ン ジ し て 描 き ま し た 。 
壁に飾ってお楽しみください。

春の訪れを告げる早春の花々。落ち着いた和の趣を感じる
木蓮・木瓜・白花片栗の3種に、可愛らしい雪柳の花を少し
だけ添えてみました。大小二つの八角リースを重ねて使う
ことでボリューム感のある作品に。丁寧にサイドローディ
ングを重ねて優しい春色の和花を咲かせましょう。

素材の組合せでアレンジできます！

穏やかな陽射しを浴びてあふれるように咲く花々や、
春の使者ハチドリ、新緑の景色を描きました。大小の
リースを合わせて、または別々に飾っても楽しめるデ
ザインです。明るい気持ちでそっと色を重ねながら、
描いていただければ嬉しいです。

「Le printemps ～花あふれて～」
デザイン：八野田 斉子

アクリルアクリル

「 Waiting for Spring Time」
デザイン：新貝 美代子

「早春の和花」
デザイン：白井 里美

アクリル

〈その他のオススメ商品〉
〈その他のオススメ商品〉

〈その他のオススメ商品〉

※作品のファンシープラークは廃番の為、
　以下の素材を代替とします。
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春のアクセサリー

関根和子ネックレス用パターンパケット

宮柱久子ネックレス用 A5トレースシート＆パケット

弓部玲子ネックレス用パケット

シルクスクリーン用
フラットタイプ 中板のみ2枚入り（別売）

横から
見た図

GOLD

シリーズ1

シリーズ3

シリーズ2

シリーズ4

SILVER

注文番号

ネックレス 楕円
ゴールド
3×4×0.2cm 
チェーン約70㎝
本体価格 ¥1,800K

（税込￥1,980K）
（SA-2514）

417-2514 注文番号

ネックレス 丸（大）
ゴールド
3×3×0.2cm 
チェーン約60㎝
本体価格 ¥1,800K

（税込￥1,980K）
（SA-2515）

417-2515 注文番号

ネックレス 丸（小）
ゴールド
2.5×2.5×0.2cm 
チェーン約50㎝
本体価格 ¥1,700K

（税込￥1,870K）
（SA-2516）

417-2516

注文番号

ネックレス用平板楕円２枚入り
本体価格 ¥220K（税込￥242K）

（SA-2519）

417-2519

注文番号

ネックレス 楕円
シルバー
3×4×0.2cm 
チェーン約70㎝
本体価格 ¥1,800K

（税込￥1,980K）
（SA-2490）

417-2490 注文番号

ネックレス 丸（大）
シルバー
3×3×0.2cm 
チェーン約60㎝
本体価格 ¥1,800K

（税込￥1,980K）
（SA-2491）

417-2491 注文番号

ネックレス 丸（小）
シルバー
2.5×2.5×0.2cm 
チェーン約50㎝
本体価格 ¥1,700K

（税込￥1,870K）
（SA-2492）

417-2492

胸元が明るくなり顔が引き立つように、色にポイントをおいて
シンプルなデザインにしてみました。是非、描いてみてくださいね。

シルクスクリーンだけでできるシンプルなネックレス。ご自分のコーディネートに合わせてお好きな色でお楽しみください。
シルクスクリーンは柄ごとにカットして使うと使いやすいです。

丸いカーブのある面にシルクスクリーンを刷ることは非常困難です。
そこで、簡単に刷れるフラットタイプの中板をご用意いたしました。
是非お試しください！

チェーンの長さの調節は3㎝程度となります。お好みのチェーンに付け替えも可能です！
※フラットタイプはシルクスクリーンに適しています！

ネックレス用白木 フラットタイプ

ベースやシート位置を変えるだけで毎回オリジナルLaceアクセサリーが簡単に仕上がる楽しいミニシートです！

楕円 丸（大） 丸（小）

〈内容：インストラクション、図案〉

〈内容：A5サイズのトレースシート、パターン〉

〈内容：A5サイズのシルクスクリーン、パターン〉

＜プロフィール＞
1992年トールペインティングと出会う。
国吉明子氏、岡紗裕実氏、程原憲子氏、西澤由紀氏に師事。そ
の他、海外アーティストのセミナーを多数受講。2004年より
6年間スラバ＆トリシア ジョストボ認定ジャパンセミナーに
参加し、ジョストボマスター講師の資格を取得。現在、自宅教
室とソレイユ フォークアート アカデミーのジョストボ ベー
シック エンジョイコースの講師を務める。

「第18回トールペインティングコンテスト作品展」において「グ
ランプリ」受賞スラバ＆トリシア ジョストボマスター講師

（公財）日本手芸普及協会 ペイント部門 指導員
ジョーソニア クリエイティブ ポッシビリティズ 認定講師、JDPA講師会員

注文番号

関根和子 ネックレス用パターンパケット
本体価格 ¥800特（税込￥880特）

（PP-00300）

411-00300

注文番号

花文字ミニイニシャル （Ⅱ）N～Z ベリー
本体価格 ¥1,500特（税込￥1,650特）

（SA-2494）

417-2494

注文番号

ポワン・ド・ガーズ ミニコレクション
本体価格 ¥1,500特（税込￥1,650特）

（SA-2523）

417-2523

注文番号

花文字ミニイニシャル （Ⅰ） A～M デージー
本体価格 ¥1,500特（税込￥1,650特）

（SA-2493）

417-2493

注文番号

ミニ スノー フレーク
本体価格 ¥1,500特（税込￥1,650特）

（SA-2522）

417-2522

注文番号

弓部玲子 ネックレス用
A5シルク＆パケット
本体価格 ¥1,500特（税込￥1,650特）

（SA-2489）

417-2489 ＜プロフィール＞
1990年よりトールペイントを学ぶ。1999年米国SDPよりCDA、2003年MDA に認定される。色数を抑え、ワントーンでま
とめ上げる作風を得意とする。オイルペイント、アクリルペイントで描くフレンチシャビーなテイストが特徴。東京、名古屋、
大阪でオイルペイント、アクリルペイント講座を開講中。シルクスクリーンを使った、シルクスクリーンマイスターディプロ
マ講座を定期的に開講。
著書(サン-ケイ刊)

「Precious Antique」(完売)「STYLISH×SHABBY」「STYLISH×SHABBY Plus」「MERCERIE －la toile－」「La Palette」

＜プロフィール＞
JDPA講師会員。茂原市生涯学習推進協議
会委員として、早くより生涯学習の中に
トールペインティングを取り入れ、平成
28年茂原市より教育功労賞を受賞。90
年より粘土作家、ペインターとしてカル
チャーや美術館などで講師活動を始め、
アンティークレースやレースペーパーの
収集家としてもラジオやNHK出演など幅
広く活動中。銀座ソレイユ本校講師、札幌
ヴォーグ学園講師をはじめ、横浜本部教
室、名古屋・大阪講師速成クラス、サテラ
イト教室にてアンティークレースをテー
マとしたオランダ・ローズレースペイン
ティングの指導とクイックレースシート
の普及に力を注いでいる。
E-mail：faicraft@hotmail.com
HP：http://lace-paint.com/

シルクスクリーンやトレースシー
トを使用する作品は、平板タイプ

（417-2519 ～ 2521）が適して
います。

アドバイス

注文番号

ネックレス用平板 丸（大）２枚入り
本体価格 ¥220K（税込￥242K）

（SA-2520）

417-2520

注文番号

ネックレス用平板 丸（小）２枚入り
本体価格 ¥220K（税込￥242K）

（SA-2521）

417-2521

フラワーブローチキット
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

ウッドイヤリング
2.5cm (組立時)
本体価格 ¥440K

（税込￥484K）
（SK-09020）

425-09020

組み立て方を
動画でご紹介！

弓部玲子フラワーブローチキット ウッドイヤリング

デイジー アネモネ

《キット内容》白木素材、ピン、インストラクション、図案
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2023年の干支は卯年！ウサギをモチーフにした可愛いインテリアはいかがでしょうか。人気のパターンパケッ
ト・キット・干支にちなんだカットアウトまで、この春を楽しむウサギアイテムをイベント別にご紹介！

うさぎで迎える

ひなまつり＆イースター

DIY にもピッタリ！ エレガントな
春らしいインテリア素材を集めました！

イースター

ひなまつり

机周りをすっきりコンパクトに整理する便利なポケットが登場！

注文番号

ハートエンボス・ジョウロ
約23×10×10cm
本体価格 ¥800K（税込￥880K）
（SA-2501）

417-2501

注文番号

エレガンスワイヤーフレーム 大
約30×30cm
本体価格 ¥1,700K（税込￥1,870K）
（SA-2502）

417-2502

注文番号

ポルテトレイ（L）サンド
約31.5×2cm
本体価格 ¥680K（税込￥748K）
（SA-2506）
※�RIKA先生の新刊表紙作品で使用された
素材とは異なります。

417-2506

注文番号

エレガンスワイヤーフレーム 中
約20×20cm
本体価格 ¥1,400K（税込￥1,540K）
（SA-2503）

417-2503

注文番号

ポルテトレイ（L）シルバー
約31.5×2cm
本体価格 ¥680K（税込￥748K）
（SA-2511）

417-2511

注文番号

エレガンスワイヤーフレーム 小
約15×15cm
本体価格 ¥1,060K（税込￥1,166K）
（SA-2504）

417-2504

注文番号

ポルテトレイ（Ｌ）ショコラ
約31.5×2cm
本体価格 ¥680K（税込￥748K）
（SA-2512）

417-2512

注文番号

リボン ワイヤーイーゼル
約24×18×26cm
本体価格 ¥980K（税込￥1,078K）
（SA-2505）

417-2505

注文番号

スリーウェイ スタンド
39.6×41.8×2cm
本体価格 ¥3,900（税込￥4,290）
（SK-01010）

425-01010

注文番号

古屋加江子 パターンパケット
「享保雛 」

本体価格 ¥800特（税込￥880特）
（PP10-041）

411-10041

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

アートキャロル
パターンパケット
「ちりめん細工のお雛様」 
本体価格 ¥800特（税込￥880特）
（PP-00301）

411-00301

注文番号

扇型プラーク
43×23.5×1.5cm
本体価格 ¥3,200（税込￥3,520）
（SK-03013）

425-03013

注文番号

TOGETHER
（トゥギャザー）

本体価格 ¥850B（税込￥935B）
（PP29-006）

411-29006

＜別売素材＞

＜別売素材＞

注文番号

刺しゅう枠15cm
高さ約12×Φ約8cm
本体価格 ¥650C

（税込￥715C）
（CB-01180）

470-01180

注文番号

刺しゅう枠17cm
高さ約12×Φ約8cm
本体価格 ¥650C

（税込￥715C）
（CB-01181）

470-01181注文番号

松井京子パターンパケット
「イースターのカレイド フレイム3種」

本体価格 ¥1,500特 （税込￥1,650特）
（PP-00133）

411-00133 注文番号

栗原寿雅子パターンパケット
｢うさぎのキャンディーボックス｣
本体価格 ¥800特（税込￥880特）
（PP-00090）

411-00090 注文番号

フタ付き丸ボックス
19.5××7.3cm
本体価格 ¥4,900（税込￥5,390）
（SK-00064）

425-00064

注文番号

スリムポケット
12×4×11cm
本体価格 ¥1,480C

（税込￥1,628C）
（SK-01641）

425-01641

＜別売素材＞

＜使用素材＞ ＜使用素材＞ ＜使用素材＞

飾るだけで雰囲気が
おしゃれになりますよ。

幅の薄いスリムな取手付きポケットです。
取手部分を重ねて 2 つ、3 つとヨコに繋げて使えます。

在庫希少 在庫限りで廃番です 在庫希少 在庫希少

バーニング入り素材 ～ R31 すみれ Easter ～
弓部玲子デザイン

古屋加江子デザイン

アートキャロルデザイン 押見素子デザイン

注文番号

Ｒ31 すみれEaster
本体価格 ¥3,750C（税込￥4,125C）
（SA-2513）
＊ペイントフレンド掲載作品

417-2513

人気
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注文番号

Cat's Knitting 河崎香 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）

（SA-7134）

417-7134
注文番号

シルクペイント
ブロンズ 003
50g
本体価格 ¥1,280B

（税込￥1,408B）
（SLP-003）

320-003注文番号

シルクペイント
ゴールド 001
50g
本体価格 ¥1,280B

（税込￥1,408B）
（SLP-001）

320-001

注文番号

グレイパレット
ハーフサイズ25枚
14.7×30.5cm
本体価格 ¥420C

（税込￥462C）
（SF-813）

423-813

注文番号

グレイパレット
F4サイズ30枚
23.5×34.7cm
本体価格 ¥720C

（税込￥792C）
（SF-814）

423-814

注文番号

平丁番（真鍮）
24×8.5mm 板厚]0.6mm
付属品：皿木ねじ 1.8×6.3mm
本体価格 ¥350B

（税込￥385B）
（ST-361）

432-361

注文番号

スライドフック G(ゴールドメッキ)
3×3.4cm
本体価格 ¥500（税込￥550）

（ST-92）

432-92

注文番号

三角吊金具Ⅱ 
G(ゴールドメッキ) 
2ヶセット
4.5cm×1.2cm
本体価格 ¥170

（税込￥187）
（ST-97）

432-97

注文番号

シルクペイント
シルバー 002
50g
本体価格 ¥1,280B

（税込￥1,408B）
（SLP-002）

320-002

注文番号

すみれEaster 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-7132）

417-7132

注文番号

The Season's 
河崎香 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）

（SA-7135）

417-7135

注文番号

天使のジュイ 
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-7136）

417-7136

注文番号

エンゲージメントディ 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-7133）

417-7133

P12掲載の新しいパターンパケットに使用するシルクです。

記念になるウェディングボードにオススメです！

イースターを飾るフレームにピッタリ！

サンｰケイオリジナルのグレイパレット（全
サイズとも）が廃番となりましたので代替
品をご紹介いたします。

新たに丁番が入荷しました。
また、ドイツ錠はモデルチェンジしましたので、
サイズが小さくなってねじが釘になりました。

A4サイズ

河崎香

瀬戸山桂子
～ For Wedding ～

～ For Easter ～

オススメの金具

～ For Cat's Day ～

弓部玲子

従来の絵具とは違い、シルクスクリーンを刷るときは、インクをそのまま使用できます！
シルクスクリーンをもっと手軽に、もっと簡単に！

シルクスクリーン4種

グレイパレット 新しい金具が入荷！

シルクスクリーン・メディウム不要！
新絵具ソレッティシリーズに新登場「シルクペイント」

2月中旬発売！

A4サイズ

全てA4サイズ

ラメ感が
キレイな3色

華やかな
ゴールド

綺麗な
シルバー

シックな
ブロンズ

そのまま使える

※「ペイントクラフトデザインズvol25」に使用

※「ペイントフレンドvol50」掲載作品に使用

注文番号

ドイツ錠Ⅱ 
金色2ケセット
3.1×1.6mm 
本体価格 ¥450B

（税込￥495B）
（ST-98）

432-98
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木、金属、ガラス、キャンバス、
紙などに使える下地剤。アクリ
ル絵具に混ぜて、下塗りにもご
使用いただけます。

乾きが早く、使いやすいリキッ
ドタイプのステインです。ジェ
ルタイプより濃度が薄いので、
少しずつ着色することができま
す。

環境にやさしい安全無害のペイント
です。取扱いが非常に簡単で2度塗
りするとよりきれいな下地に仕上が
ります。下地剤が含まれるためベー
スコートの前のシーラーは必要あり
ません。

★カタログ項目「ペイント」
　P42掲載

★カタログ項目「ペイント」
　P53掲載

最新の絵具製造技術により、ぐんと美しく、ぐんと使いやすくなったトールペイ
ント専用の絵具〈ホビット〉の取り扱いを始めます。ストロークののびやかさや、
サイドローディングのなめらかさが特徴で、美しいグラデーションを描くこと
ができます。

水性アクリル下塗り用絵具
＜安全無害＞
＜シーラー不要＞

ホビー用アクリル絵具「ホビット」

半つやタイプのメディウム。シェー
ドやハイライトを入れる時、絵具
に透明感を出すことができます。
また、絵具の保護膜としてニスを
塗る前に塗ることも可能です。

すりガラス風に描けるメディウ
ムです。ノズル付きのペンタイ
プなので盛り上がったラインを
描く事もできます。

アクリル絵具と混ぜて乾燥を遅
らせるジェルタイプのメディウ
ムです。乾燥が遅くなるという
ことは、焦らずに作業ができま
す。

油絵具の伸びを良くし、ブレンディ
ングがスムーズにできます。香り
も柔らかです。

絵具の乾燥を遅らせて、筆の運
びをスムーズにするメディウム
です。

作品を落ち着いた感じに仕上げるつや消しタイプのニス。
水性アクリルですので、取り扱いも簡単です。

ソレッティのファブリックメ
ディウム。本製品とアクリル絵
具と本製品を1：1 あるいは1：
2 の割合で混ぜて布にペイント
します。

オススメシルクスクリーン

So Soft 2oz.オススメ絵具・マテリアル・ツール

お手軽下塗りペイント＆安定的な品質とカラーが豊富なホビットシリーズ♪

MADE IN JAPAN キャンペーン！
2月末までの限定価格！！ 掘り出しショップ！

会員価格から10％Off期間中は特別価格でお買い求めいただけます。この機会に是非お試しください！

※�ソーソフト1ozはメーカー廃番となり、
順次2ozに変更となります。

注文番号

ソレッティ 
オールパーパスシーラー
50ml
本体価格 ¥880B→¥633
ゴールド会員価格 ¥554

（SS-198）

431-198

注文番号

ソレッティ 
リキッドウッドステイン
Walnut ウォールナット 120ml
本体価格 ¥935→¥504
ゴールド会員価格 ¥461

（SS-102）

431-102～105

注文番号

ホビット各色
全48色　35ml
本体価格 ¥550K→¥445
ゴールド会員価格 ¥420

201-201～282

注文番号

ソレッティ グレージング
メディウム
50ml
本体価格 ¥880B→¥633
ゴールド会員価格 ¥554

（SS-197）

431-197

注文番号

ソレッティ ガラス
ペイントフロスト
55ml
本体価格 ¥858B→¥617
ゴールド会員価格 ¥540

（SS-184）

431-184

注文番号

ソレッティ 
リターディングジェル
60ml
本体価格 ¥858B→¥617
ゴールド会員価格 ¥540

（SS-192）

431-192

注文番号

ソレッティ 
ブレンディング＆
グレージングメディウム
50ml
本体価格 ¥715B→¥514
ゴールド会員価格 ¥450

（SS-109）

431-109

注文番号

ソレッティ
エクステンダー
120ml
本体価格 ¥1,100B→¥792
ゴールド会員価格 ¥693

（SS-196）

431-196

注文番号

水性アクリルニス
つや消し
150g
本体価格 ¥946→¥510
ゴールド会員価格 ¥468

（SS-56）

431-56

注文番号

ソレッティ 
ファブリックメディウム
50ml
本体価格 ¥605B→¥435
ゴールド会員価格 ¥380

（SS-195）

431-195

注文番号

オーブンアートカラーズ 
ミキシングカラーズセット
本体価格 ¥3,600K（税込￥3,960K）

（NV-731012）

401-731012

注文番号

ソーソフト 
ファブリック 
アクリル＜布用＞
2oz.
本体価格 ¥720

（税込￥792）

注文番号

ホワイト
603-01

注文番号

オリーブグリーン
603-98

注文番号

ランプブラック
603-24

注文番号

ブライトアボカド
603-99

注文番号

レッドペッパー
603-88

注文番号

モッドポッジ 
アンティークマット
8 oz.
本体価格 ¥1,650※

（税込￥1,815※）
（MG-12948）

390-12948

注文番号

マルチスタンド
8×8×10cm
本体価格 ¥800C

（税込￥880C）（SK-01637）

425-01637
注文番号

ステンシル アルファベット 3種セット
17.7×25.4cm
本体価格 ¥1,200（税込￥1,320）（SF-D158）

423-1581

注文番号

水性アクリルニス
透明
150g
本体価格 ¥946→¥510
ゴールド会員価格 ¥468

（SS-57）　

431-57

注文番号

デコラティブテキスト
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-7116）

417-7116

注文番号

グランドマガジン・アールヌーヴォー
A5サイズ 弓部玲子シルクスクリーン
本体価格 ¥900特（税込￥990特）

（SA-7096）

417-7096

注文番号

魔女 乗り物編 A5サイズ 
瀬戸山桂子シルクスクリーン
本体価格 ¥900特（税込￥990特）

（SA-7074）

417-7074

注文番号

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 ¥900特（税込￥990特）

（SA-7122）

417-7122

注文番号

草木柄クラシカル文字＆ラベル
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-7102）

417-7102

注文番号

ベビーバニー
瀬戸山桂子 A5サイズシルク付キット
本体価格 ¥900特（税込￥990特）

（SA-7098）

417-7098

注文番号

瀬戸山桂子 エレガントピオニー
A5シルクスクリーン
本体価格 ¥900特（税込￥990特）

（SA-2351-1）

417-12351

注文番号

La Mode&Emblem
河崎香 シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特（税込￥1,760特）

（SA-7108）

417-7108

注文番号

めがねうさぎ
瀬戸山桂子 A5サイズシルク付キット
本体価格 ¥900特（税込￥990特）

（SA-7099）

417-7099

注文番号

モード新聞子ども A5サイズ
弓部玲子シルクスリーン
本体価格 ¥900特（税込￥990特）

（SA-7095）

417-7095

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）

417-7124

注文番号

ブライド＆グルーム 
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-7115）

417-7115

注文番号

下塗りペイント 各色
全11色　150g
本体価格 ¥880→475
ゴールド会員価格 ¥435

429-011～111

お試し
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2月22日は「ニャンニャンニャン」と読めることから、1987
年より猫の日実行委員によって「猫の日」と制定されていま
す。今では、猫の日イベントが各地で開催されたり、インス
タ、FacebookなどのSNSでも盛り上がっています。
日頃の感謝を猫ちゃんに込めて、可愛いcatペイントはい
かがでしょうか？

作品:（左側上から）瀬戸山桂子、バルテュス、埜口智佳子
（中上から）柏谷秀子、古屋加江子、シェリー・ネルソン
（右上から）ピエール・ボナール、壇あけみ、ルイス・ウェイン

シルクスクリーンは
P9をご覧ください。

フィルバート筆で流れるような
毛並みを描きましょう♪

～今はもういない、ニャンちゃんたちへの感謝状～

注文番号

Celebrate Their Legacy
共著：ハイジ・イングラン
ド、ジョーソニヤ・ジャン
セン、メアリー・ジョーレイ
ジャー、ヘレン・バリック、
ジンジャー・エドワーズ
A4変形サイズ、40ページ
本体価格 ¥3,280C

（税込￥3,608C）
（02-167）

2-0216

注文番号

パイプハンドル トート （厚手）
40×30×13cm　持ち手2×52cm
本体価格 ¥1,100C（税込￥1,210C）

（SA-2518）

417-2518 注文番号

コットン ナチュラル巾着 M
20×27cm
本体価格 ¥200C（税込￥220C）

（CB-00413）

470-00413

注文番号

「アルファベットの
刺繍図案帖」
カラーP48／モノクロP40

（合計 P88）
本体価格 ¥1,600K

（税込￥1,760K）
（NV-70632）
日本ヴォーグ社

401-70632
注文番号

北欧テイストの
雑貨づくり
A4変形サイズ
本体価格 ¥1,500K

（税込￥1,650K）
（BO-4206）
ブティック社

313-4206

ペイントフレンドvol.50

ナチュラルエレガンス Vol.2

注文番号

ペイントフレンド
vol.50
本体価格 ¥1,600K

（税込￥1,760K）
（BO-0050）
ブティック社

438-0050

記念すべき50号目のペイントフレンド 。様々なシーンで飾
れる「ブーケを描く」特集や、春から夏にかけてのイベントを
彩るデザインが満載。作品の筆使いが伝わるよう、一部拡大
写真も充実して紹介しています。

幸せに寄り添うトールペイント
涼やかな花々
端午の節句の小さなお飾り
手軽＆使える 雑貨ペイント他

パイプのように丸くしっかりしたハンドルが好評で、
口コミでじわじわと人気が広がっています！
持ちやすいと評判。
大きなサイズが登場しました！

安価なのに使い勝手が良く、体験会などに便
利と評判。カバンの中をすっきりさせてくれ
る、名脇役です。

人気！

雑貨

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

第33回 JDPAコンベンションin 大阪4月27日（木）～29日（土）
日本ホビーショー出展！

Rika（村松里香）

パイプハンドルトート コットン ナチュラル巾着

壇あけみ
菊池奈々子

お申込み

Paisi（ペジー）へ
今からちょうど20年前、我が家に初めて
のニャンコPaisiがやってきました。私は
アトリエを開いて、オリジナルデザインを
描き始めた時期でした。悲しいことがあっ

た時や寂しい時は、傍に来て背中を押し付けて寝てくれた
ね。モフモフの毛がとても温かかったよ。良い仕事が舞い
込んだ時は、一番に報告したね。仕事が終わらない時は、
遅くまで付き合ってくれたね。18年半、Paisi &その家族
とにぎやかに暮らせて幸せでした。
いつかまた会う日まで。

美猫（ミーニャ）へ
今日まで数匹の猫達を虹の
橋のたもとに送りました。
きっとお花屋サン、猫占い
の屋形等を商いながら、楽

しかった人間の世界との噂話で盛り上がっ
ていることでしょう。猫達が多くの人々に勇
気や希望を与えてくれたこと　忘れません。
私と共に生活してくれた最後の猫、美猫も
皆の元に送りました。
永遠の愛を虹の橋のたもとに送ります。

モカちゃんへ
あなたにいっぱいの「ありがとう」を贈ります。
昨年10月末に12年一緒に過ごしたモカちゃん
(スコティッシュフォールド女の子)を見送りまし
た。人間で言う白血病だったようです。帰宅する

といつも玄関まで出迎えてくれて「お留守番ありがとうね」と声が
けしもていた言葉も無くなり、すっかり寂しくなりました。ソフト
タイプのパックされたオカカが好きでよく買いに走ったものです。
動物に寄せる優しさが私にもあった事、ノンビリとゆったりと暮ら
すよう教えてくれましたね。キュンという可愛い声が今も心に残り
ます。これからもママを見守ってくださいね。

＜JDPA記念セミナー募集＞
●5月25日（木）13時～15時 弓部玲子
●5月26日（金）13時～15時 瀬戸山桂子

【セミナー代】税込￥6600
（受講料、素材、A5シルク込み）
【定員】20名

4月20日10時～ TEL予約にて　TEL 03-6433-2391(カスタマーセンター）

5月25日（木）～27日（土）
AM10：00～PM5：00(最終日はＰM3：00閉場)

銀座ソレイユが
メルカリSHOPに出店！
～2月上旬からメルカリでも

お会いできます～
【会場】梅田スカイビル「アウラホール」タワーウエスト10F
　　　〒531-6023 大阪府大阪市北区大淀中１丁目1-88

サ ン プ ル の 白 木 や 廃 番
BOOK、店頭見本BOOKなど、
どれも1点もの。1点しかな
い分、お値段もお安くなって
います！レア本も販売します。

ししゅう

〈ペイントフレンドvol.50に使用されている素材〉

注文番号

ミニシェフボード
14.4×21.2×0.9cm
本体価格 ¥1,200

（税込￥1,320）
（SK-02060）

425-02060

注文番号

プラークフレンチ
27.8×18.2×2cm
本体価格 ¥1,800

（税込￥1,980）
（SK-00780）

425-00780

注文番号

サインフレーム
15.5×34×1.9cm
本体価格 ¥3,600

（税込￥3,960）
（SK-00742）

425-00742

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

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

シャビーボード
フレンチカントリー
28.5×28.5×1.8cm
本体価格 ¥2,600

（税込￥2,860）
（SK-01559）

425-01559
ペイントクラフトデザインズ Vol.25
3月15日（水）より発送いたします

注文番号

ペイントクラフト
デザインズ Vol.25
本体価格 ¥2,000K

（税込￥2,200K）
（NV-80752）
日本ヴォーグ社

401-80752 3月15日（水）
新発売！

3月までお待ちください！

人気！

オススメ

口コミで
人気！

注文番号

レザーハンドル 
キャンバストート
ブラック
34×25×14cm
本体価格 ¥2,200C

（税込￥2,420C）
（CB-00416）

470-00416

注文番号

子猫のパール
瀬戸山桂子
パターンパケット
本体価格 ¥800特

（税込￥880特）
（PP-00299）

411-00299

黒いトートにおしゃまな子猫

ネコに
アレンジOK！

～こちらはベアです～

心のどこかにずっとしまっていたニャンちゃんへの想い。
今日は猫の日だから…そっと開いて、感謝状を贈ってみましょう。

瀬戸山桂子パターンパケット

安斎久美デザイン

＜使用シルク＞（別売）

＜使用素材＞

ねこ マトリョーシカ 3個セット
φ6×H11cm
本体価格 ¥2,180K
 （税込￥2,398K）

（SK-01621）

注文番号

Cat's Knitting 河崎香
シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特

（税込￥1,760特）

417-7134

注文番号

Toy & Dolls 河崎香 
シルクスクリーン
本体価格 ¥1,600特

（税込￥1,760特）

417-7123

注文番号

メモリーズ ブック
サイズ：約36.7×24.4×4.4cm
本体価格 ¥5,800（税込￥6,380）

（SK-00782）

425-00782

注文番号

Bear～Vintage style～
河崎香パターンパケット
本体価格 ¥800特（税込￥880特）

（PP-00297）

411-00297

注文番号

Knitting
河崎香パターンパケット
本体価格 ¥800特

（税込￥880特）
（PP-00298）

411-00298

注文番号

とらの張り子（素材のみ）
12×7×8.7cm（大）、7×4.5×5.5cm（小）
本体価格 ¥980特（税込￥1,078特）

（SA-12417）

417-12417 ※パターンは
　ありません

河崎香パターンパケット2種

2月22日（水）

ネコ柄のシルクを使って、素敵な絵本を！

～猫の日を祝って～

＜使用素材＞

＜使用素材＞

注文番号

ワイドエッジ レクタングル 小
サイズ：20.3×25.4×2cm
本体価格 ¥2,000（税込￥2,200）

（SK-01888）

425-01888

3月上旬
入荷予定

表紙作品

アクリル

イメージ写真
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2月23日（木） まるたまクラフト  Caféコラボレッスン

小さなお花畑 高畑 久美子
「まるたまクラフト・豆ひなカフェ」 
セミナー番号：JZ-01257
１０：３０～１２：００又は１４：３０～１６：００

3月26日（日） まるたまクラフト 3月26日（日） まるたまクラフト  Caféコラボレッスン

小さなお花畑 高畑 久美子
「豆金太郎こいのぼり・たぺすとり」 
セミナー番号：JZ-01258
AM１０：３０～１３：００

小さなお花畑 高畑 久美子
「まるたまクラフト・金太郎カフェ」 
セミナー番号：JZ-01283
PM１４：３０～１６：００

【材料】
スペシャル素材
￥2,145（税込）

【持ち物】
ステンシルスポンジ中
フラット0号・4号、ライナー筆0/10
ピグマペン0.05黒
※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。
※素材は当日ご購入頂きます。

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。

2月27日（月） アクリル  　 オンラインもあり 3月7日（火） アクリル

井下 尚子
「バニーとヒヨコのハッピーイースター」 
セミナー番号：JZ-01260

落合 真紀子
「BUTTERFLY BABES」 
セミナー番号：JZ-01255

3月8日（水） アクリル  　 オンラインのみ 3月12日（日） ポリマークレイ

大倉 美和
「Baby Cat」 
セミナー番号：JZ-01268

野上 京子
「ボタニカルアクセサリー」 
セミナー番号：JZ-01165

3月14日（火） ウッドバーニング  アクリル 3月14日（火） ほうろうペインティング  　 オンラインもあり

平野 ゆうこ
ウッドバーニングとペイントと
紙のお花付きプレート

『Littie Vioia』
セミナー番号：JZ-01256

大高吟子ほうろうペインティングMeister認定講師　
田邊 晶子
東欧ペインティングの世界

『チェスキーペインティングの小皿』
セミナー番号：JZ-01265

3月26日（日） ポリマークレイ 3月29日（水） アクリル  オンラインのみ

クレイジュエル スクール niconeru 秋田 悦子
「ポリマークレイ粘土でつくる、桜のネックレス」 
セミナー番号：JZ-01259

栗原 寿雅子
「クラシカルモチーフのイニシャルボード」 
セミナー番号：JZ-01269

【材料】
ポリレジンフレームオクタゴンミニ

（433-446）
￥7,089（税・素材・インストラクション・送料込み）
※素材はインストラクションと一緒にお送りいたします。

【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】
エレガントプラーク中

（425-01259）
【持ち物】
フラット2号・大きめの筆
フィルバート4号・8号
ラウンド２号
アンギュラー1/8
ライナー0/10
※素材は当日ご購入頂きます。パーツ代別途￥100

【材料】
スペシャル素材
¥７８０(絵具代・税込)

【使用筆】
ライナー筆
ラウンド２号
スタイラス
※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】
ウォールプラーク　ロング大

（425-09015）
￥6,605（税・素材・送料込み）

【使用筆】
ラウンド２・４・６号
フラット６・８号・3/4号
ライナー筆
ステンシルスポンジブラシ
※素材はインストラクションとご一緒にお送りいたします。

【材料】
スペシャルキット
￥2,788(税込)

【持ち物】
特に無し
※スペシャルキットは銀座ソレイユ本校でご用意しております

【材料】
￥3,300（税・受講料・スペシャル素材・ケーキセット代込）

【持ち物】
特になし

【材料】
￥3,300（税・受講料・スペシャル素材・ケーキセット代込）

【持ち物】
特になし

ポリマークレイでペンダント
トップをデコレーション。
春にピッタリ！ 粘土で夜桜を
描きます。世界に１つのアクセ
サリー作りを楽しみましょう。

水彩技法でふわふわのスプリ
ングキャットを描きます。

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。

チェコ、プラハ城内の黄金小路には可愛い陶
器が所狭しと並んでいます。チェコの伝統技法
を用いた陶器をシリーズで描いていきます。

美と幸福の象徴の白鳥と賢明さの象徴の狐を
モチーフにした絵本のようなボード。
イニシャルはお好きな文字にできますので、
プチギフトにも最適です。

金太郎たちが人気のタペストリーシリーズ
で登場！ 森の動物たちも集まってきて、大空
をみんなでスイスイ！見ていて思わず笑顔に
なる作品です。
※ イメージ画像です。さらに盛り付けて可愛くな

る予定です。

豆ひな陶器セットを制作したら ケーキを可愛
く仕上げのトッピング、自分で春らしく飾って
豆ひなとパチリ！ 
女子力アップの豆ひなカフェです！ 

金太郎の陶器セッ
トとケーキとお飲
み 物 が つ い たカ
フェレッスンです！
のんびり作って、完
成したらケーキと
一緒にパチリ！

平面と特殊な紙でできたお花に同色の
ペイントをします。

【材料】
プラーク 八角型アール

（425-01604 ）
【使用筆】
ドライブラシラウンド 2号・4号
ライナー0号
ラウンド2号
フラット2号・4号・６号・8号・10号・12号
※素材は当日ご購入頂きます。

【材料】
ウォールプラーク　ロング大

（425-09015）
【持ち物】
ライナー
ラウンド2号
アンギュラー4号・6号
※素材は当日ご購入頂きます。

楽しく跳ねるバニーとヒヨコを、
スティップルで描きます。

クラックルしたベースの上にモチーフを
描いていきます。楽しく仕上がります。
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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

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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3月30日（木） ジョストボ  アクリル  　 オンラインもあり 4月7日（金） アクリル

関根 和子
「サクランボの花の咲く頃」 
セミナー番号：JZ-01266

猪俣 まき子
「オールドローズ」 
セミナー番号：JZ-01262

4月7日（金） ポリマークレイ 4月11日（火） ジョストボ  　 オンラインもあり

クレイジュエル スクール La casa de Rie 藤井 里枝
「ポリマークレイで作るプリントアクセサリー」 
セミナー番号：JZ-01261

大堀 美恵子
「一重のバラと八重のバラ」 
セミナー番号：JZ-01267

4月24日（月） ポリマークレイ 5月7日（日） ジョストボ

野上 京子
「クローバーアクセサリー」 
セミナー番号：JZ-01263

結束 康子
「Gladiolus 」 
セミナー番号：JZ-01264

【材料】
ポリレジンフレーム
アンティークリボン横長

（433-387）
【使用筆】
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
スプリクトライナー1号
※素材は当日ご購入頂きます。

【材料】
お好きなポリマークレイ1個¥495〜￥748
当日店頭にてご購入頂きます。
パーツ代 別途¥550（税込）

【持ち物】
特に無し

ジョストボのテクニックを使っ
てマイセン風の花かごを描き
ましょう。

【材料】
プラーク 八角型アール

（425-01604）
【使用筆】
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
スクリプトライナー2900-10/0
※素材は当日ご購入頂きます。

【材料】
スカラッププラーク 24Φ

（425-01615）
【持ち物】
フラット 8号・10号・12号・14号・16号
ラウンド 2号
フィルバート 2号
ドライブラシ ２号
スクリプトライナー 20/0
※素材は当日ご購入頂きます。

ジョストボのテクニックで描く
さくらんぼと風景

ジョストボのテクニックで
Gladiolusを描きます。

【材料】
ポリレジンフレーム タッセル楕円

（433-417）
【持ち物】
お持ちの方はご持参ください
セーブル
ラウンド 2号・3号
フィルバート 6号
ライナー 1号
※素材は当日ご購入頂きます。

ポリマークレイを使ってオリジナルのパーツを作ります。
お好きなカラーや形を選びチェックやドッ
ト柄の可愛いイヤリング、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のでぜひご一緒に楽し
みましょう！
ピアスイヤリングの選択はお申し込み時に
お選びください。

【材料】
プレモ２色
当日店頭にてご購入いただきます
パーツ代別途￥980（税込）

【持ち物】
特に無し

幸せ運ぶ四つ葉のクローバーを
ポリマークレイアクセサリーにし
てみました。ペンダントとイヤリ
ング(orピアス )を作ります。
初めての方大歓迎です。
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東京  岡本 透子
「フレンチシックなジュエリーケース」

● 日　時：3月28日（火） 10：00 ～13：00
● セミナー番号：JZ-01271
● 受講料：￥4,460（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材￥3,374
　 ※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。

カルトナージュ 半日

フランスの布と厚紙で作る
ジュエリーケースです。組み
立て済みのカルトンをご利用
いただきますのでどなた様で
もご参加いただけます。

東京  新貝 美代子
「Favorite Bouquet」

「Favorite Place」

東京  小菅 清美
「忘れな草のTシャツ」

● 日　時：2月21日（火） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01292
● 受講料：￥7,560（税・施設費込）
● 素　材：額 長方形（425-03016）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

● 日　時：4月18日（火） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01294
● 受講料：￥7,650（税・施設費込）
● 素　材：額 長方形（425-03016）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

● 日　時：4月4日（火） 
 10：30 ～15：10
● セミナー番号：JZ-01272
● 受講料：￥6,000（税・施設費込）
 材料費¥1072（税込）
　 ※Tシャツ、ブラウス等、白でなくてもOK。各自で用意して下さい。

アクリル 1DAY

アクリル 1DAY

ファッション
ペイント

1DAY

大輪の百合が華やかなデザイン。初
心者の方も丁寧にご指導します。
作品写真と指定素材は異なります
のでご了承ください。

可愛らしいデザインがちりばめられています。
作品写真と指定素材は異なりますのでご了承ください。

今回は手描きで可憐な忘れな草
を描きます。細かいですが、簡単
に描けます。手描きにビーズを刺
繍して華やかさを加えます。

「Arranging Flowers」

日　時：3月14日（火） 10：00 ～16：00
セミナー番号：JZ-01293
受講料：￥7,650（税・施設費込）
素　材：スカラッププラーク24φ（425-01615）
※素材は各自で購入していただきます。

アクリル 1DAY

花瓶に生けた可愛らしい花束を描きます。

東京  押見 素子
「春の兆し」

● 日　時：2月25日（土） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01290
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：R31ニューフレーム（425-00230）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

アクリル 1DAY

2023年カレンダーより。
透明感あふれる描き方
がとても魅力的な作品で
す。春の訪れを一緒に楽
しみましょう。

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」

● 日　時：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。

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。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☆

※エッグはイメージ
　レッスン内でご紹介します

東京  大塚 吉朗
「ロイヤルコペン風 モーニングプレート ～海と空～」

東京  吉武 由美
「本革で作るバルーンフラワー＆リボン」

● 日　時：3月26日（日） 10：30 ～16：30
● セミナー番号：JZ-01291
● 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：3月5日（日） 
 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01276
● 受講料：￥5,120（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材¥3630（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。

上絵付 1DAY
アクセサリー 半日

ご自身で描いたプレート
で朝食を…。豊かな時間
を過ごせそうですね。
初心者の方もご参加い
ただけます。

リボンはお好みで、ブローチ又はバッ
グチャームにする事ができます。お申
込み時にどちらかお選びください。

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皆さまを発表いたします。

今後のご活躍を願っております。

瀬戸山 桂子
ソフトシェイドペインティング

石井京子様（本校）

高橋活江様（本校）

宮川知佐子様（本校）

西村貴子様（本校）
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東京  根来 雪絵
「吊るし飾りプレート」

東京  根来 雪絵
「裁縫箱」

● 日　時：4月9日（日） 10：30 ～15：00
● セミナー番号：JZ-01273
● 受講料：￥6,800（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材（￥3,850）
 お申込み時にグリーン系又はブルー系よりお選びください
　 ※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：5月28日（日）
 10：30 ～15：00
● セミナー番号：JZ-01274
● 受講料：￥6,800（税・施設費込）
● 素　材：スペシャル素材（￥3,850）
 お申込み時にピンク系又はブルー系よりお選びください
　 ※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。

カルトナージュ 1DAY
カルトナージュ 1DAY

オールリバティのブルーと、オールTildaのグリーンをご用意しました。
可愛い五月飾りを、カルトナージュ初心者の方もお楽しみいただけますよう
作りました。毎年壁にかけてお楽しみください。（縦33cm×横20cm）

ブルーはリバティ、ピンクはTildaの生地です。メジャー、ハサミ入れ、タッセル、
針山もつきます。カルトナージュ初心者もお気軽に。
21.5cm×10.5cm×高さ6.5cm

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Step2 iPhoneクラス」

東京  瀬戸山 桂子
「rosalie」

東京  川島 詠子
「Couronne de couleur mauve」

● 日　時：4月14日（金） 10：30 ～12：30
● セミナー番号：JZ-01275
● 受講料：￥6,800（税・施設費込）
 素材・教材費（￥1,000 ～￥1,500）予価

● 日　時：6月21日（水） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01296
● 受講料：￥9,300（税・施設費込）
● 素　材：シャビーボードレクタングル（425-01345）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

● 日　時：4月19日（水） 
 10：30 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01295
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：シャビーフレームアイボリー（433-427）
　 ※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

＜基礎編Step2内容＞
※ iPhoneをお使いの方限定クラスです。Step2からの参加も可能です。
　 iPhoneの便利なカメラや編集機能を使いこなし、写真を見違えるほど簡単キレイに！
　 無料アプリで綺麗な人物撮影や集合写真で自分だけキレイになる編集レッスン等もします。

憧れの瀬戸山Roseを描きましょう。モーヴカラーの花を大きなリースに束
ねて額装しました。静かな華やかさが
漂います。

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
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

東京  宇田 由恵
「グリーンアレンジ」 「ヴィヨレット」

● 日　時：6月30日（金） 10：00 ～15：30
● セミナー番号：JZ-01298
● 受講料：￥9,300（税・施設費込）
● 素　材：フレンチプロビンシャルサイン大（425-04032）
　 ※素材は各自で購入していただきます。

日　時：10月27日（金） 10：00 ～15：30
セミナー番号：JZ-01299
受講料：￥9,300（税・施設費込）
素　材：トレジャーボックス（425-01603）
※素材は各自で購入していただきます。

アクリル 1DAY アクリル 1DAY

さわやかにグリーンカラーで描きます。 大輪のバラと側面のレース模様な
ど、エレガントかつゴージャスな
BOXに仕上げます。

受講料：１レッスン￥6,000(税・施設費込)※材料費別
※素材は当日ご購入いただきます。

良質なオリーブオイルメインのレシ
ピに、シアバターと、お肌を保湿す
るはちみつを加え、美白効果の高い
ブラジリアンイエロークレイとシワ
やたるみに効果が
期待できるレッドクレイのダブルで
マーブル模様を作った美肌石鹸で
す。
ハチの巣模様の作り方とはちみつ
の加え方のポイントをレッスンしま
す。

セミナー番号：JZ-01297
材料費：￥2860（税込）

セミナー番号：JZ-01309
材料費：￥3100（税込）

オリーブオイルメインのレシピにシ
アバターと馬油を加えた高級石鹸
です。
馬油は人肌に近い油であるために
浸透率が高く他の油よりも効率的
に効果が表れます。血行を良くし新
陳代謝を高め、抗炎症、抗菌効果
が高く、かつてはやけど治療がメイ
ンでしたが、今はかぶれやシミシワ、
アトピーなどにも効くとされ、注目
を浴びています。皮膚が弱い新生児
や高齢者にも安心して使えます。

 森 初子 アンチエイジングソープセミナー
日時：3月19日（日） 午前セミナー 10：30 ～12：30　午後セミナー 14：30 ～16：30

午前セミナー「はちみつ ＆ ダブルクレイサボン」 午後セミナー「馬油しっとりサボン」

東京

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

初心者歓迎

東京  森 初子 追加募集！
「フォークアートクラス」

● 日　時：毎月第4水曜 10：30 ～16：10
● 受講料：￥8,300（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

アクリル 定期

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。

＊作品はイメージです

グリーン系 ブルー系

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。
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ハイジ・イングランドのデザインを描きます。
対面・オンライン、お好きな受講スタイルをお選びいただけます。

ピーターラビットのようなお
茶目なウサギたち、ワゴンの
車輪が野菜のポットだったり
とロンディローリーのウィッ
トが満載、楽しい作品となっ
ています。点描画の技法でか
きます。

マザーグースの人気のキャラク
ター、ハンプティダンプティ、羊
飼いのメアリー、ハートのクイー
ン、キングコールをハーフエッグ
と粘土を使い立体的に表現した
楽しい作品です。

Rose Blush
「アッペンゼール」

堀江 るり子
「Bunny Hutch Potting Shed」

堀江 るり子
「マザーグースギャザリング」

● 日　時：2月27日（月） 
 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01260
● 受講料：¥6,302（税・プラーク八角形アール・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：4月11日（火） 
 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01267
● 受講料： ¥6,484
 （税・ポリレジンフレームアンティークリボン横長・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：3月29日（水） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01305
● 受講料：￥7,650(税込) ※素材別
● 素　材：スペシャル素材（別途かかります）

● 日　時：4月25日（火） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01277
● 受講料：￥10,515(税・素材・送料込)
※素材はインストラクションとご一緒にお送り致します

デザイン：Londy L.Rowley
● 日　時：5月23日（火） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01278
● 受講料：￥10,991(税・素材・送料込)
※素材はインストラクションとご一緒にお送り致します

楽しく跳ねるバニーとヒヨコを
スティップルで描きます。対面・オ
ンライン、お好きな受講スタイル
をお選びいただけます。

ジョストボのテクニックを
使ってマイセン風の花かご
を描きましょう。対面・オ
ンライン、お好きな受講ス
タイルをお選びいただけま
す。

井下 尚子
「バニーとヒヨコのハッピーイースター」

大堀 美恵子
「一重のバラと八重のバラ」

オリジナルデザイン
（参考：Rosemary West)

～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☆

対面＋オンラインレッスンはどちらの受講も素材付となります。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

対面セミナーの方は終了後、
café&deli SOLEIL+の美味
しいランチをお召し上がり
ください。
(ランチ代別途)

Natural Eleganceに掲載され
た作品をオイル絵具で描きま
す。当日使用の混色オイル絵具
はご用意しますので、お気軽に
ご参加ください。対面・オンラ
イン、お好きな受講スタイルを
お選びいただけます。

アンティークのホーローポットと紫
陽花をオイル絵具でリアルに描きま
す。当日使用する混色絵具はご用意
しますので、お気軽にご参加くださ
い。対面・オンライン、お好きな受講
スタイルをお選びいただけます。

シルクスクリーンを施した
まわりに、色とりどりの花々
を描きます。対面・オンライ
ン、お好きな受講スタイル
をお選びいただけます。

リボンはお好みで、ブローチ又はバッグ
チャームにする事ができます。お申込み
時にどちらかお選びください。

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：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

● 日　時：3月11日（土） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01303
● 受講料：￥11,973(税・タイル付き鍋敷き・当日カラーステップ代・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：4月8日（土）
 5月13日（土） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01310
● 受講料：￥12,457(税・アートフレームクラシック・当日カラーステップ代・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：3月3日（金） 
 10：30 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01302
● 受講料：￥11,192(税・R31ニューフレーム・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。

　当日用カラーステップ代が別途かかります。（￥500程度）

● 日　時：3月5日（日） 
 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01276
● 受講料：￥9,685（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。

Rika（村松里香）
「Clematisのティーマット」

Rika（村松里香）
「Blue Hydrangea」

川島 詠子
「はなざかり」

吉武 由美
「本革で作る
バルーンフラワー＆リボン」

オンライン＋対面  

申し込み締め切り間近

グリーンをベースにウォッシュの世界で
描きます。対面・オンライン、お好きな受
講スタイルをお選びいただけます。

生き生きとつるを伸ばすア
イビーを描きます。
対面・オンライン、お好きな
受講スタイルをお選びいた
だけます。

● 日　時：3月25日（土） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01300
● 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。

● 日　時：5月27日（土） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01301
● 受講料：￥11,313(税・サインフレーム・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
「To The Base」

押見 素子
「エバーグリーンリースのサインフレーム」

デザイン：ハイジ・イングランド

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「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）

著者プロフィール

東京
対面オイル 1DAY

東京
対面アクリル 半日

東京
対面アクリル 半日

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

東京
対面アクリル 1DAY

東京
対面アクセサリー 半日

東京
対面アクリル 半日

東京
対面オイル 2DAYS

東京
対面アクリル 1DAY 東京

対面アクリル 1DAY
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● 日　時：4月25日（火） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01270
● 受講料：￥14,310（税・素材代・インスト代・送料込）
 スペシャル素材（ホーローのベリーポット）
※スペシャル素材はインストラクションとご一緒にお送り致します

大高 吟子
ほうろうペインティングで描くローズマリング

「ハリングダールの赤いベリーポット」
チェンマイで買い付けたレアな赤い
ポットにローズマリング、見た目よ
り簡単、ノーベースコート、ノーバー
ニッシュで、嬉しく楽しいです。

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
講師：金毅成（キン ギセイ）
オーブンクレイアクセサリー
「サクラのイヤリング＆ピアス」

銀座ソレイユ本店ワークショップ
講師：金毅成（キン ギセイ）
オーブンクレイアクセサリー「タイガー」

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。

春色のかわいいアクセサリーを作
ります。同色形違いで2セット作り
ますのでお得です！

オーブンクレイを使ってオリジナルアク
セサリー作りを体験しませんか？
初めての方もお気軽にご参加ください。

日　時：3月1日（水）・4月18日（火）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P14をご覧ください。

日　時：3月5日（日） 
 10：00 ～12：00
セミナー番号：JZ-01311
参加料：￥1,200(税・素材込) 
 ※素材代別
 ※使用クレイ3種当日ご購入いただきます。
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P4をご覧ください。

日　時：4月15日（土） 
 10：00 ～12：00
セミナー番号：JZ-01312
参加料：￥1,200(税・素材込) ※素材代別
 ※使用クレイ2種当日ご購入いただきます。
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P14をご覧ください。

絵付け 1DAY

名古屋  吉岡 美千代
「おひなさま」

名古屋  鋤柄 淑恵
「ポーセリンで描く～おぼこ雛」

● 日　時：2月15日（水） 10：30 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01300
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：ロングパネル（425-01547）
　 ※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：2月24日（金） 
 10：00 ～16：00
● 受講料：￥7,700（税・施設費込）※材料費は別途
● 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。

春らしいピンクがかわ
いいおひな様の作品で
す。名古屋 校 では 第3
水曜日に定期クラスも
行っております。バウエ
ルンマーレライを描く楽
しいクラスです。

今回は“おぼこい”幼い、あどけ
ないの意味合いがある、ふっくら
と愛らしいお雛さまの素材にや
わらかい色調で絵付けをしていた
だきます～季節柄、楽しく描けま
すね♪

アクリル 1DAY

● 日　時：3月10日（金） 
 10：00 ～14：00
● セミナー番号：JZ-01280
● 受講料：￥8,288(税・シャビーボードフレンチカントリー・送料込)
※素材はインストラクションとご一緒にお送り致します。

● 日　時：2月22日（水）・3月22日（水） 
 10：30 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01307
● 受講料：￥19,511(税・プロビンシャンプラーク中・送料込)
※素材はインストラクションとご一緒にお送り致します。

● 日　時：3月22日（水） 
 10：30 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01306
● 受講料：￥12,413
 (税・チッペンデールプレート大・送料込)
※素材はインストラクションとご一緒にお送り致します。

● 日　時：3月15日（水）・4月21日（金）・5月19日（金） 
 17：00 ～17：30
● セミナー番号：JZ-01281
● 受講料：￥2,750(税込)

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
オンラインレッスン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

山崎 裕子
「オレンジローズのエチュード」
「オレンジローズとパンジーのブーケ」

小林 真紀子
「Jour de Muguet（スズランの日）」

国吉 明子
「ペインターが教えるリラックス講座」

濁りやすいオレンジ色をきれいに出して、春
らしい暖かなローズとパンジーのブーケを、
描きましょう。周りのトリムはレース模様で飾
りました。2月のレッスンの最後に、3月の作
品のフレームに施すレース模様の描き方のデ
モンストレーションを行います。

経験者の方は1DAYでの受講も可能です。

季節に合わせた爽やか色の作品
です。小さなフレームの中には、
お好きな方の絵を描いていただ
いて『スズランの日』を迎える準
備をしましょう。コラージュ用の
フレームとモールドをセットい
たしました。

長期に渡るコロナ禍での運動不足の私達の「心」と「身体」。2023年はフェイ
シャルだけでなく、耳、ハンドマッサージでビューティー面、身体面の不調を
整えていきましょう!!　第一弾は食べ過ぎ
と肥満、運動不足からの冷えやむくみに対
してお顔と耳ツボからアプローチします。
こもりがち、運動不足、食べるの大好きあ
なたへお伝えします。お顔のマッサージと
耳ツボ刺激で「お顔のむくみや冷え肥満を
解決!!」軽くなって明るい気持ちで春を過ご
しましょう。

● 日　時：3月15日（水） 
 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01282
● 受講料：￥6,181(税・オーバルサイン小・送料込)
※素材はインストラクションとご一緒にお送り致します。

● 日　時：3月8日（水） 
 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01268
● 受講料：￥7,089(税・ポリレジンフレームオクタゴンミニ・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。

藤崎 ミサ子
「HAPPY Easter -yeux bleus Lapin-」

大倉 美和
「Baby Cat」

モノトーンの大人なLapin……
ブルーアイにしてみました。
2023年のカレンダーの薔薇とスノードロッ
プと勿忘草を入れたEaster作品です。フイル
バートで表現した花々をお伝えしたいと思い
ます。

水彩技法でふわふ
わのスプリングcat
を描きます。

限定7名

● 日　時：3月20日（月） 
 10：00 ～14：00
● セミナー番号：JZ-01306
● 受講料：￥8,767（税・オーバルサイン中・インスト代・送料込）
※素材はインストラクションとご一緒にお送り致します

富永 ゆかり
「お花見日和」

ほっこり和むフクロウ親子のお花見
です。上下部分はウッドバーニング
で描いていますが、ラインワークや
ペン描きでもOKです。

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で記録します。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。将来はよりレベルの高
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。

ほうろう
ペイント 1DAY

アクリル 1DAY

オイル 2DAYS

オイル 1DAY

ビューティー 半日

アクリル 半日 アクリル 半日

アクリル 半日
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アクリル 1DAY

アクリル 半日

アクリル 1DAY アクリル

アクリル 1DAY

名古屋  中村 尚子
「アリスなうさぎ」

名古屋  宮本 美夏
「18世紀のアンティーク～鳥と花～」

名古屋  三野 幸子
「古典的なバラ」

名古屋  川口 奈緒美
「キルトの魔女」

名古屋  井下 尚子
「花冠のハリネズミとイチゴ」

● 日　時：3月9日（木） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01286
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：Eiko's ティーポット（CB-00026）
　 ※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：3月16日（木） 
 10：15 ～13：15
● セミナー番号：JZ-01288
● 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。

● 日　時：3月7日（火） 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01285
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：ポルテトレイ（L）サンド（417-2506）
　 ※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：3月13日（月） 
 10：00 ～16：00
● セミナー番号：JZ-01287
● 受講料：￥8,200（税・施設費込）
● 素　材：オリジナル素材
　 ※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：3月23日（木） 10：30 ～13：30
● セミナー番号：JZ-01289
● 受講料：￥4,050（税、素材、インストラクション、送料込）
● 素　材：ポリレジンフレーム オクタゴンミニ（433-446）
　 ※素材は銀座ソレイユ名古屋校でご用意しております。

ティーパ ー ティー に
ぴったりな素材にアリ
スのなったうさぎさん
と白うさぎのキャラに
なったくまちゃん♡
可愛く描いて楽しい時
間をすごしましょう♪

今回は気軽に楽しんで頂ける
半日の講座です！
貴重なクラスです～ぜひ、
ご参加ください。

ヨーロッパでよく見られる外壁
に描かれているような素材を生
かし、フリーハンドでピーター
マイヤーのバラを描きます。
★下準備はありません。

不思議な生き物と可愛い魔
女を描くコミカルな作品で
す。Bobbie Takashimaの
世界を楽しく描きましょう。

四葉のクローバーの中でいちごをちょ
こんと持ったハリネズミちゃん。かわ
いい作品を半日で楽しく描くオンライ
ンセミナーです。

名古屋  柏谷 秀子
「ベビーアニマル～ハリネズミ」

● 日　時：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

受講料：￥7,700（税、施設費）
材料費：￥3,500（透明高品質シリコン剤）

受講料：￥5,500（税、施設費）
材料費：￥3,300（税込）

美しいバラを作るためのシリコンがどこに
もないので、Savon de Hatsukoが作りまし
た。このシリコンを作るセミナーを開催しま
す。名古屋ソレイユ・ディプロマコース受講
者のマイスターさん限定（午後の石けんの受
講も必須です）ぜひこの機会にシリコンを
ゲットしてください。午後の石けんの飾り（バ
ラ2.8cm、バラ2.4cm、1cmのﾊﾟｰﾙ）の3種
類のシリコンを作ります。

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。
通常セミナーの石けんよりも4割増量で8個
作れちゃいますよ。

 森 初子 「石鹸セミナー」日時：4月28日（金）　午前：10：30 ～12：30 ／午後：14：00 ～16：30

午前「マイスター限定 シリコンセミナー」 午後「パープルローズサボン」

名古屋

名古屋  森 初子
「ヨーロピアンフォークアート」

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
テップなどの充実したテキストを
使用しています。

● 日　時：奇数月第２土曜
 10：30 ～16：00
● 受講料：￥8,360 ～
● 素　材：カリキュラムに準ずる

募集中

おめでとうございます
シアージュボタニカルアートの
全てのカリキュラムを終了され、

認定証を取得された方を発表いたします。

勝倉秀美シアージュボタニカルアート
上級認定講師

森 由紀子様 （静岡県）

古田 佐紀子様 （長野県）

定期クラス

ブランディング
講座 半日

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」

● 日　時：2月20日（月） 
 午前10：00 ～12：30

● 受講料：￥5,500（税・施設費込）

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、スマホで綺麗に撮る
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。体験講座で
は、スマホ撮影の5つのポイントを学習した
後、講師が用意したスタイリングで実際に撮
影し、加工、インスタグラムのポストまでサ
ポートします。これからインスタグラムを始め
たいという方も大歓迎です。

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

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。

日時：2月27日（月） 
10：30 ～12：30 

日時：2月27日（月） 
13：30 ～15：30 

日時：3月27日（月） 
10：30 ～12：30 

日時：3月27日（月） 
13：30 ～15：30 

No.5「Daffodil」 No.6「デイジーと忘れな草」 No.7「Crocus」 No.6「Anemone」

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.  色指定が無い場合でも、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

インクアート 半日

「風に描く～アルコールインクアート体験講座」

日　時：2月20日（月） 
 午後13：30 ～16：00
受講料：￥5,500（税・施設費込）
 ※材料費込み
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。

アルコールインクアートは「風で描くアート」と言われ、海外ではとても人気のある
アートです。インクの広がりや滲み、色が混ざ
り合って偶然できる模様で、どなたでも幻想的
な作品が出来上がります。心の赴くまま、色と
戯れる時間をお楽しみ下さい。
※ インクは、お洋服などに付くととれませんので、汚れても

良い服装かエプロンをご用意下さい。

デザイン：ボビー・タカシマ

アクリル 半日

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。

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

LINEネットショップ 公式アカウント友だち募集中！
トールペイントニュース146号発行記念！
LINE初回登録で300円クーポン配布☆

※2月末までの限定クーポンになります。
　（1回のみ使用可能）

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。

公式インスタグラムも更新中です！
新商品・セール情報を始め、様々な情報を配信し
ております。
また銀座ソレイユでは、皆さまの作品をより多く
の方々に見ていただきたく、「#銀座ソレイユギャ
ラリー プロジェクト」を行っております。

「#銀座ソレイユギャラリー 」のハッシュタグを付
けていただいた投稿写真は、銀座ソレイユのイン
スタグラムでご紹介させていただきます。

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・・・
このたび移転することになりました。
移転は4月に予定しております。
次号で移転先をお知らせいたしますが２．３月はセールや移
転準備などなど、目まぐるしく過ぎそうです。
店内では移転にあたり、商品や備品などをお値打ち価格で
販売いたします。
ぜひ、お待ちしております～

2月・3月・4月・5月・6月の更新を迎える会員様へ
＜年会費口座振替のお知らせ

＜年会費・更新料に関するお問い合わせ＞

＞ 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。

TEL 03-6433-2391（平日 10:00～17：00）

2月・3月・4月・5月・6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）

〔2月更新の会員様〕 2月6日（月） 　〔3月更新の会員様〕 3月6日（月） 
〔4月更新の会員様〕 4月5日（水） 　〔5月更新の会員様〕 5月8日（月） 
〔6月更新の会員様〕 6月5日（月） 

退会手続きはこちら→

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

＜年会費口座引落申込書提出のお願い＞重要!!
年会費の口座からの自動引落登録をお済でないお客様が、店頭や通販ご利用時などに年会費をお支払いいただく場合、事務処理
手数料1,100円(税込)を含む「3,300円(税込)」を頂戴しております。まだ口座引落のお手続きがお済でないお客様は、ご登録まで時
間がかかりますのでお早めに年会費口座引落申込書をご提出ください。

＜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。
ゴールド更新料3,300円(税込)を3 月27 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。
※ゴールド会員から一般会員へのご変更希望のお客様は1 月末までにご連絡下さい。それを過ぎると更新料がお引落となります。

Lineスタンプカードが
始まりました Sale 2月24日（金）～3月17日（金）2月24日（金）～3月17日（金）

Sale 3月1日（水）～11日（土）3月1日（水）～11日（土）
お知らせ ３月２９日（水）より一時休業

新店舗　４月１２日（水）
予定しております

３月２９日（水）より一時休業
新店舗　４月１２日（水）
予定しております素材・マテリアル半額SALE素材・マテリアル半額SALE
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アクリル

アクリル

アクリル

アクリル

オイル

アクリル

名古屋  内田 明美 定期クラス  
「ローズクラス」

名古屋  勝倉 秀美 定期クラス
「シアージュ・ボタニカルアート」

名古屋  芳賀 敞子 定期クラス  募集中

「オランダナチュールマーレン」

名古屋  青木 春美 定期クラス  募集中

「スイスのパンチュールペイザンヌ」

名古屋  美濃和 晶子 定期クラス  募集中

「アメリカントールペイント」

名古屋  林 和子 定期クラス  募集中

「オイルペインティング講座」

名古屋  雪村 美左 定期クラス  募集中

「アートクラス」

● 日　時：毎月第1木曜日 
 10：00 ～16：00
● 受講料：￥7,320 ～（税込）

● 素　材：カリキュラムに準ずる

● 日　時：毎月第2火曜日 
 10：15 ～15：55
● 受講料：￥7,700（税込）
● 素　材：カリキュラムに準ずる

● 日　時：毎月第4木曜 
 午前・午後制
  10：30 ～13：00
 13：40 ～16：10
● 受講料：￥4,250 ～（税込）
● 素　材：カリキュラムに準ずる

● 日　時：毎月第1金曜日 
 10：30 ～16：00
● 受講料：￥6,970 ～（税込）
● 素　材：カリキュラムに準ずる

● 日　時：毎月第3金曜日 
 10：00 ～16：00
● 受講料：￥8,400（税込）
● 素　材：カリキュラムに準ずる

● 日　時：店頭にご確認ください
● 受講料：￥7,700 ～（税込）
● 素　材：カリキュラムに準ずる

ローズの基本の描き方から複雑
なオールドローズのなど、いろい
ろなローズの描き方を学べます。
またぼかしや小花のあしらい方、
オリジナルの作品の作り方も学
ぶことができるクラスです。

アッセンデルフトをベースにした
繊細なタッチで描く新しいスタイ
ルの一筆描き技法です。アッセン
以外に先生がアレンジした様々
なアレンジ作品も教室内で楽し
く描くことができます。

古くから農民の間で始まった田
舎風の素朴な装飾絵付けを楽
しんで頂くクラスです。フォー
クアートのバラエティに豊かな
テクニックを学ぶことができる
クラスです。

伝統のフォークアートからアメ
リカンスタイルまでさまざまな
テクニックといろいろなジャン
ルのスタイルを学べます。ペイ
ントを始めたばかりの方は特に
おすすめのクラスです。

長いキャリアと豊富なテクニッ
クを使い、とくにオイルペイン
ティングが初めての方におすす
めのクラスです。もっとテクニッ
クを学びたい方など、その方の
レベルに合わせて気楽にオイル
ペインティングを楽しんでいた
だけるクラスです。

ご自分の描きたい作品やデザ
インを選んで頂き、指導を受
けることができるクラスです。
自由の幅が広がります。アク
リルをオイル絵具のような風
合いを出す描き方も学べるク
ラスです。

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。

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：4月12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

4月生募集！

募集中

●都営浅草線東銀座駅
　新橋方面からお越しの方：A8出口より徒歩１分
　日本橋方面からお越しの方：A7出口より徒歩１分
●日比谷線東銀座駅A2出口より徒歩２分
●銀座線・丸の内線銀座駅 A12出口より徒歩３分

アクセス

〒104-0061
東京都中央区銀座4-10-3セントラルビルB1F
TEL03-6263-0641
営業時間：月～日曜日　9:30 ～ 17:30
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）

住 所

銀座4丁目に移転して間もなく1周年を迎えます。
これからも皆さまに永く愛されるお店・お教室作りをしてまいりますので、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

～銀座ソレイユ本店は移転 1周年を迎えます～

3月1日(水）～11日（土）
銀座本店 移転1周年記念

『素材・マテリアル 半額SALE』
※B・K・C・※・P・特は対象外　　※銀座本店店頭限定
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初日は、古屋先生の作品を購入しようと、オープン前から大賑わい♪
展示作品は個人部門・グループ部門合わせて約350点ほど集まりました。

ご参加いただいた先生・生徒の皆さま、また個人部門にご参加くださった皆さま、
本当にありがとうございました。

たくさんのご参加、ご来場ありがとうございました！

開催：2022年11月17日（木）～19日（土）

Cafe & Deli Ginza SOLEIL+ からのお知らせ

古屋加江子個人部門

壇あけみグループ

加藤奈津実グループ

弓部玲子グループ

森初子グループ

種坂恵グループ
都築昌子グループ

Rika出版展 ポリマークレイ作家、
キン ギセイ君 ひとつぼSHOP

弓部先生、瀬戸山先生

くにおかまさよグループ

Rose Blush
深山由美グループ

３日間各先生の半日セミナーあり、作品展・ワークショップ・ひとつぼショップと
盛りだくさんのイベントでした。
久しぶりの再会に、入口では声を掛け合って、懐かしむ姿がたくさんありました。
またJCA協会のトールペイント技能検定合格者の皆さまもおめでとうございます！

銀座ソレイユ本店に併設してるカフェ「Ginza SOLEIL＋」では
様々なワークショップを開催しております！

銀座ソレイユ公式HPにて感謝祭レポートをご覧いただけます！
こちらに掲載のない素敵な作品画像も掲載しております。

大好評！銀座はちみつのクリームサンド販売中です

今回が最後の作品展となった「古屋加江子作品展」。
大きいブースは、

まるで「古屋加江子ワールド」とも呼びたくなるような
夢の空間となりました。

ペイント感謝祭「作品展」レポート 第26回トールペインティング技能検定 結果発表！
この検定が単なる資格獲得だけを目的とするものではなく、トールペインティングの向上に必要な技術や、色彩に関する知識、表現力等
を学ぶための礎となり、勉強を重ねることで、より素晴らしい作品が出来上がるための指針となることが定着してきたように思えます。、
まだまだ果てしないコロナとの闘いの中、諦めず、地道な努力の成果に心からエールを送ります。おめでとうございます。
次回もまた、新たな気持ちで一歩前進して下さることを期待いたします。

2022年度は、ゴールドアーティスト１級から３名の方の合格が決定いたしました。

2023年度のJCA「第27回トールペインティング技能検定」募集要項は、
次号でお知らせいたします。

《 1級 ゴールドアーティストレベル 》
フローラル部門 合格

スティルライフ部門 合格

舩橋真理さん
（愛知県春日井市）

熊谷真理子さん
（宮城県仙台市）

青木由紀子さん
（新潟県新潟市）

コロナ禍　"この時"をプラスの力に変えたい
と、改めて検定と向き合ってみる事にしまし
た。筆を待ち始めて四半世紀、その間色々な
事がありましたが、傍にいつもトールペイン
トがありました。"慶の時"作品を描き上げる
嬉しさ"辛い時、悲しい時"は支えになってく
れました。ここまでトールを続けて来られた
のは、いつもずっと前を歩いて素敵な作品を
作り続けて下さる敬愛する先生、一緒にテー
ブルを囲むペインターのお仲間が刺激とエネ
ルギーを与えて下さったからです。そしてこ
の機会を下さった先生方、スタッフの皆様、
本当にありがとうございました。
トールは私の人生に彩りをくれました。
きっとこれからもそうであると思います。　

小さなお花畑 高畑 久美子
豆ひな陶器セットを制作したら
ケーキを可愛く仕上げのトッピング！
参加費 3,300円（税込）
受講料・スペシャル素材・ケーキセット代込
詳細はP14 をご覧ください♪

豆ひなカフェ
2月23日（木）
AM10：30 ～13：00
または14：30 ～16：00

2月7日（火）AM10：30 ～ 12：00
参加費：3,300円（税込）＋資材代+飲食費

3月2日（木）AM10:00 ～ 10:40
参加費　1,000円（税込）
別途ノート代を当日いただきます。

金太郎カフェ
3月26日（日）
PM14：30 ～ 16：00

使える小物を中心に様々なアイテムを編める
レッスンになります。2月は下記の中より１作
品選んでいただきます。皆さまでお話を楽しみ
ながらカフェで編み物をしませんか？

申し込みは公式HPよりご覧ください
今後も月一で開催予定です。

お申し込みはこちらから

シルクスクリーンで作る手帳ワークショップ
絵柄・ノートのデザインは数種類から選べま
すので、お好きな組み合わせで刷ってみま
しょう。インクの色はポップなテイストから、
シックなものまでご用意しております。色を
混ぜて新しい色を作っても楽しいですね♪

半日セミナー風景、瀬戸山桂子

目標にしていた一級合格、誠に光栄に思いま
す。色の濁りの認識ができなく試行錯誤し、
何度も絵の具を混色して、ブレンディングを
最善にする為、時間をかけました。前回、丁
寧に御指導してくださった先生方のおかげ
で、心から感謝致しております。まだまだ至
らない点が多くありますが、オイルペイント
の醍醐味を知り、綺麗に描きたいと思う気持
ち、初心を忘れずに精進いたします。
これまでにトールペイント時間を共有してく
ださった皆様、ありがとうございました。

合格の通知を頂き、大変嬉しく思います。あ
まり絵を描く時間がとれず、毎日カレンダー
を見て締切日を気にしていました。昨年のカ
ンファレンスで、審査員の先生方からいただ
いたアドバイスを何度も思い出しながら描き
ました。自分で色を作ることは大変ですが、
少しずつ作品が出来ていくことが楽しく、改
めてペイントが好きなんだと思いました。
作品を採点していただいて、新しい課題が見
えてきました。これからも楽しみながらペイ
ントを続けていこうと思います。
ありがとうございました。

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☆
★箱入り5個セット 全国配送も承っております★
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）

まるたまクラフト ニットカフェ シルクスクリーン

半日セミナー



その他廃番商品は、ホームページにてお知らせいたします。
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価格改定・廃番商品のお知らせ
いつも心あたたかいお付き合いをありがとうございます。 
以前より一部の商品で価格改定がございましたが、材料原価・輸送コスト等の高騰に伴い、一部価格改定がございます。 
今後ともお客様に喜ばれる商品開発を行ってまいりますので、
何卒ご賢察の上、銀座ソレイユをご愛顧くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

【価格改定 2月7日～】
品番 商品名 旧価格 新価格 注文番号

SK-00952 フレーム 10 × 10 インチ 2,300 ➡ 3,000 425-00952
SA-2396 アンティーク調ミニフレーム（中板付き） 2,200K ➡ 2,900K 417-2396
SK-09022 ブリキ　タルト型トレー 780K ➡ 900K 425-09022
SW-427 シャビーフレーム アイボリー 5,540K ➡ 5,900K 433-427
SW-429 アンティークフレーム シルバー 4,200K ➡ 4,500K 433-429
SW-442 アンシャントフレーム  アイボリー 3,900K ➡ 4,500K 433-442

【価格改定 3月21日～】
品番 商品名 旧価格 新価格 注文番号

CE-●●-8 セラムコート 8 oz. 全色 1,500 ➡ 1,750 318-●●
CE-3001 セラムコート テキスタイルメディウム 2 oz. 750 ➡ 950 318-3001
JO-●● ジョーソニア アーティストカラー   シリーズ 1  全色 890B ➡ 1,050B 376-●●
JO-●● ジョーソニア アーティストカラー   シリーズ 2  全色 1,400B ➡ 1,700B
JO-●● ジョーソニア アーティストカラー   シリーズ 3  全色 1,800B ➡ 2,200B
JO-3156 オパールダスト 2oz 1,300B ➡ 1,600B 376-3156
JO-●● ウッドステインジェル 全色 1,100B ➡ 1,200B 376-●●
JO-●● バックグランドカラー 全色 1,400B ➡ 1,650B
JO-●● ヴィンテージコレクション 全色 1,400B ➡ 1,650B
JO-3600 ポリウレタンマットニス 2oz 600B ➡ 700B 376-3600
JO-3601 ポリウレタングロスニス 2oz 600B ➡ 700B 376-3601
JO-3602 オールパーパスシーラー 2oz 600B ➡ 700B 376-3602
JO-3603 リターダー&アンティーキングメディウム 2oz 600B ➡ 700B 376-3603
JO-3605 テキスタイルメディウム2oz.（60ml） 600B ➡ 700B 376-3605
JO-3607 フローメディウム 2oz 600B ➡ 700B 376-3607
JO-3608 クリアーグレージングメディウム 2oz 600B ➡ 700B 376-3608
JO-3609 クレイスターメディウム2oz.（60ml） 600B ➡ 700B 376-3609
JO-3610 クラックル　メディウム2oz.（60ml） 600B ➡ 700B 376-3610
JO-3615 ジェル　リターダー2oz.（60ml） 600B ➡ 700B 376-3615
JO-3700 ポリウレタンマットニス 8 oz. 2,100B ➡ 2,300B 376-3700
JO-3701 ポリウレタングロスニス 8 oz. 2,100B ➡ 2,300B 376-3701
JO-3702 オールパーパスシーラー 8 oz. 1,800B ➡ 2,000B 376-3702
JO-3703 リターダー&アンティーキングメディウム 8 oz. 1,800B ➡ 2,000B 376-3703
JO-3704 タンニンブロッキングシーラー 8 oz. 1,800B ➡ 2,000B 376-3704
JO-3705 テキスタイルメディウム 8 oz. 1,800B ➡ 2,000B 376-3705
JO-3707 フローメディウム 8 oz. 1,700B ➡ 1,800B 376-3707
JO-3708 クリアーグレージングメディウム 8 oz. 2,100B ➡ 2,300B 376-3708
JO-3709 クレイスターメディウム 8 oz. 2,100B ➡ 2,300B 376-3709
JO-3710 クラックルメディウム 8 oz. 2,100B ➡ 2,300B 376-3710
JO-3711 ジョー ソニア ジェッソ 8 oz. チタニウムホワイト 1,800B ➡ 2,000B 376-3711
JO-3715 ジェルリターダ 8 oz. 1,800B ➡ 2,000B 376-3715
JO-3721 ガラス&タイルペインティングメディウム 8 oz. 2,100B ➡ 2,400B 376-3721
JO-3722 ガラス＆タイル　プライマー 8 oz. 2,100B ➡ 2,300B 376-3722
JO-3737 ガラス＆タイル　プライマー2 oz.（60ml） 900B ➡ 1,000B 376-3737
JO-3743 テクスチャーペースト 8oz 1,700B ➡ 1,850B 376-3743
JO-3752 オールパーパスシーラー 16 oz. 3,200B ➡ 3,500B 376-3752
JO-3770 マジックミックス 8 oz. 2,100B ➡ 2,300B 376-3770
JO-3771 マジックミックス 2 oz. 600B ➡ 700B 376-3771
MG-●● モッドポッジ 4 oz.  グロス／マット 680※ ➡ 940※ 390-●●
MG-●● モッドポッジ 8 oz.  グロス／サテン／マット 1,060※ ➡ 1,450※ 390-●●
MG-1550 モッドポッジ スティフィー 8 oz. 940※ ➡ 1,280※ 390-1550
MG-11218 モッドポッジ ファブリック 8 oz. 1,380※ ➡ 1,850※ 390-11218
MG-11220 モッドポッジ アウトドア 8oz 1,380※ ➡ 2,100※ 390-11220
MG-12948 モッドポッジ アンティークマット 8 oz. 1,650※ ➡ 2,250※ 390-12948
SF-068 エメラルドグリーンラウンド 9700-1 540 ➡ 650 423-068
SF-069 エメラルドグリーンラウンド 9700-3 570 ➡ 690 423-069
SF-070 エメラルドグリーンアンギュラー 9800-3/16 780 ➡ 820 423-070
SF-073 エメラルドグリーンラウンド 9700-000 480 ➡ 590 423-073
SF-074 エメラルドグリーンラウンド 9700-0 490 ➡ 590 423-074
SF-075 エメラルドグリーンラウンド 9700-2 560 ➡ 680 423-075
SF-076 エメラルドグリーンラウンド 9700-4 620 ➡ 750 423-076
SF-077 エメラルドグリーンラウンド 9700-6 760 ➡ 860 423-077
SF-081 エメラルドグリーンフラット 9600-2 520 ➡ 630 423-081
SF-082 エメラルドグリーンフラット 9600-4 570 ➡ 700 423-082
SF-083 エメラルドグリーンフラット 9600-6 620 ➡ 750 423-083
SF-084 エメラルドグリーンフラット 9600-8 730 ➡ 900 423-084
SF-085 エメラルドグリーンフラット 9600-10 860 ➡ 1,050 423-085
SF-086 エメラルドグリーンフラット 9600-12 970 ➡ 1,170 423-086
SF-137 ペーパーパレット ハーフサイズ　25枚入 400 ➡ 480 423-137
SF-139 トレーシングペーパー A3サイズ 10枚入 220 ➡ 250 423-139
SF-150 エメラルドグリーンアンギュラー 9800-1/4 840 ➡ 890 423-150
SF-151 エメラルドグリーンアンギュラー 9800-3/8 960 ➡ 1,000 423-151
SF-152 エメラルドグリーンアンギュラー 9800-1/2 1,150 ➡ 1,250 423-152
SF-155 ペーパーパレット F4サイズ　30枚入 600 ➡ 700 423-155
SF-157 スタイラス 600B ➡ 650B 423-157
SF-181 エメラルドグリーンフィルバート（丸平筆） 9300-2 570 ➡ 720 423-181
SF-182 エメラルドグリーンフィルバート（丸平筆） 9300-4 680 ➡ 800 423-182
SF-183 エメラルドグリーンフィルバート（丸平筆） 9300-6 740 ➡ 830 423-183
SF-184 エメラルドグリーンフィルバート（丸平筆） 9300-8 740 ➡ 880 423-184
SF-191 ポリブラシ1インチ 135 ➡ 135B 423-191
SF-192 ポリブラシ2インチ 180 ➡ 180B 423-192
SF-193 ポリブラシ3インチ 220 ➡ 260B 423-193
SF-196 トレーシングペーパー A3サイズ50枚入り 880 ➡ 980 423-196
SF-197 トレーシングペーパー A4サイズ50枚入り 540 ➡ 600 423-197
SF-200 ゴールドリーフ 25枚 2,200 ➡ 2,800 423-200
SF-201 ゴールドリーフサイズ(金箔のり) 1,100 ➡ 1,400 423-201
SF-249 マスキングテープ 6mm幅 80 ➡ 110 423-249
SF-259 ペーパーパレット ミニ　20枚入 240 ➡ 280 423-259
SF-282 トレーシングペーパー A3サイズ(厚手)50枚入 1,900 ➡ 2,200 423-282
SF-292 ジャンボグラファイトペーパー(ブラック) 940 ➡ 1,300 423-292

【廃番リスト】 ※在庫限りで廃番となります。
品番 商品名

024008 ∇♪ポーセレン オーパラインピンク
024009 ∇♪ポーセレン フクシア
111005 ∇ヴィトレア インディアンレッド
111007 ∇ヴィトレア アマランシン
17-9876 ∇ライフ スタイル ストラージ ソリューション
8020- ●● ∇フィモエフェクト メタリックシリーズ全色
8020- ●●● ∇フィモエフェクト グリッターシリーズ全色
8020-207 ∇フィモエフェクト ローズ
8020-607 ∇フィモエフェクト パールライラック
8020-817 ∇フィモエフェクト ライト　シルバー
8020-907 ∇フィモエフェクト パールスクエアーズ
8030-0 ∇フィモキッズ シリーズ全色
8744-13 ∇フィモテクスチャーシート レザー
8744-15 ∇フィモテクスチャーシート アールヌーヴォー
8744-16 ∇フィモテクスチャーシート レーストリム
9171-0013 ∇♪ ANNIE’S BAG
9211-0010 ∇♪柳キャンバスロールトップショルダーバッグ BK
AS- ●●● ∇アッセンデルフト シリーズ全色
BM-1301A ∇チャイルドロッカーホワイト 200ml
BM-1325A ∇コーナーカップボードイエローホワイト 200ml
BM-1800H ∇ワックスポリッシュ（蜜蝋ワックス） 236ml
CA-2018 ∇トールペインティングクラフトカタログ 5
CB-00032 ∇∇ R31 セーブルフィルバート　10 号
CB-00193 ∇レーストートバッグ
CB-00386 ∇ランチサイズ ウォッシュキャンバストート グリーン
CB-00424 ∇∇マチ付コットントート グレー
CB-00556 ∇リアル LED キャンドル ラベンダーの香り
CB-00557 ∇リアル LED キャンドル ミントの香り
CB-01000 ∇ M's style キャンドルスコンス
CE-2527 ∇ダークバーントアンバー 2 oz.
CE-2538 ∇チョコレートチェリー 2 oz.
CE-2912 ∇メタリックタイガーアイ 2oz.
CE-7004 ∇セラムコート ニス グロス 2 oz.
CET-44650 ∇ CERNIT テクスチャーシート ペイズリー
DAT-03K ∇ナフソールレッドライト
DAT-50K ∇トゥルーゴールド
DAT-59K ∇サップグリーン
DC-004 ∇ドゥボワ ペインティングカラー 紺
DD-101 ∇ソーソフト ディメンショナル グロッシーホワイト
DPM- ●● ∇エクストリームシーン シリーズ全色
DS-46C ∇グリスニング スノーテックス
DSS- ●● ∇ソーソフト シリーズ全色
FA-25 ●●● ∇ Fashion Fabric シリーズ全色
FE-4014 ∇フォークアートエナメル バーントシェンナ
FE-4020 ∇フォークアートエナメル ハンターグリーン
FE-4034 ∇フォークアートエナメル メタリックシルバー
FE-4142 ∇フォークアートエナメル パーフェクトパープル
JOB-02 ∇ジョー ソニア ポッシビリティ モップ 1315-1/2
KTC-12291 ∇ケイトポリクレイ ゴールド
MS-32118 ∇ MS パール エクリプス
MS-32302 ∇ MS ラージステンシル こどもべや
MS-33 ●●● ∇ MS サテン シリーズ全色
NV-70462 ∇古屋加江子のトールペイント ベストセレクション
NV-80 ●●● ∇♪ペイントクラフト デザインズ Vol.18~23
OCT-00001 ∇クレイ用タイル 2 枚セット
PA-257 ∇ソレッティ ブリーチドサンド
PC20-004 ∇エレナ・エ・ルポンカレンダー 2020

品番 商品名
PF-00 ●● ∇♪ペイントフレンド Vol.05~48
PP-00237 ∇楠田誓子　スカラップリース パケット
PRC-05051 ∇ premo! レッドグリッター
PWM-01803 ∇ Polymer Week magazine 2018 Vol.3 Summer
PWM-01806 ∇▽ Polymer Week magazine 2018 Summer
PWM-0190 ● ∇ Polymer Week magazine 2019 Vol.1 〜 2
S3C-20355 ∇スカルピー III ジェントルプラム
SA-1340 ∇宮柱久子「プリンセス Mix のミニハンカチーフ」
SA-1698 ∇スタンプ レターズ No.1
SA-1707 ∇♪モロッカン スタイル シルクスクリーン
SA-1819 ∇ Old Lace 2 弓部玲子 シルクスクリーン
SA-1898 ∇携帯スリッポン　リボンブラック　M （23.5 〜 24.5）
SA-1904 ∇安斎久美 シャビーボード クレーターキット
SA-2087 ∇ビッグトートバッグ フルリボン 黒
SA-2128 ∇ヒーリングクッション　りす
SA-2257 ∇瀬戸山桂子キット「魔女の Welcome」
SA-2274 ∇アドベントカレンダーキット
SA-2310 ∇ウッドオブジェ　バード
SA-2313 ∇マスク用バンド 2 個セット
SA-2343 ∇定番エコバッグ ブラック
SA-2345 ∇∇ステンレス製スパチュラ（ケース付き）
SA-2414 ∇♪瀬戸山桂子キット 魔女のおくすり
SA-2415 ∇♪瀬戸山桂子キット 魔女のキャンディ
SA-2506 ∇ポルテトレイ（L）サンド
SE-590 ∇ Fai クイックレースシート No.L-7 プリンセスレースのクリスマスドイリー
SF-023 ∇マスキングテープ [ 曲線用 ] 5mm 幅
SF-024 ∇マスキングテープ [ 曲線用 ] 12mm 幅
SF-062 ∇ペンタイプボトル （2 本入り）
SF-073 ∇エメラルドグリーンラウンド 9700-000
SF-077 ∇エメラルドグリーンラウンド 9700-6
SF-1026 ∇ 12 本組グルースティック ピンク
SF-103 ∇エメラルドグリーン モップ 2700-1/2
SF-104 ∇エメラルドグリーン モップ 2700-3/4
SF-1050 ∇ステインメイド
SF-384 ∇トレーシングペンシル ソフトグレー
SF-431 ∇ステンシルブラシ 3550-6
SF-432 ∇ステンシルブラシ 3550-10
SF-622 ∇ロシアンコリンスキー ラウンド 3000-4
SF-626 ∇ロシアンコリンスキー フィルバート 2000-6
SF-8001 ∇クレイ用カッター
SF-916 ∇グレイパレット ハーフサイズ 25 枚入
SF-917 ∇グレイパレット ハーフサイズ 40 枚
SF-918 ∇グレイパレット F4 サイズ 30 枚入
SF-919 ∇グレイパレット ハンディサイズ 20 枚入
SF-D617 ∇ステンシル カリグラフィー アルファベット
SK-00068 ∇ブレッドボード
SK-00120 ∇白木箱の足（中）4 ヶ入
SK-00173 ∇コートラック
SK-00201 ∇スノーマンオーナメント
SK-00368 ∇パレット型ブラシスタンド
SK-00754 ∇キャンドルスタンド A
SK-01331 ∇ミニツリー M 2 ヶセット
SK-01332 ∇ミニツリー S 2 ヶセット
SK-01339 ∇シャビーボード オーバルクラウン
SK-01353 ∇ 4 段ガラスツリー L
SK-01356 ∇シャビーボード ヨーロピアン
SK-01414 ∇くるみ割り人形　サーベル

品番 商品名 旧価格 新価格 注文番号
SF-320 ハンディ ウェット パレット 2,400K ➡ 3,650K 423-320
SF-321 パレットフィルム 1,100K ➡ 1,700K 423-321
SF-322 パレットスポンジ 550K ➡ 800K 423-322
SF-369 マスキングテープ 9mm幅 120 ➡ 140 423-369
SF-370 マスキングテープ 12mm幅 140 ➡ 180 423-370
SF-371 マスキングテープ 15mm幅 170 ➡ 210 423-371
SF-372 マスキングテープ 18mm幅 200 ➡ 250 423-372
SF-429 ペーパーパレット ハーフサイズ 40枚入 550 ➡ 650 423-429
SF-432 ステンシルブラシ 3550-10 1,300 ➡ 1,400 423-432
SF-439 ブラシタブ 1,000 ➡ 1,250 423-439
SF-459 マスキングテープ 30mm幅 300 ➡ 350 423-459
SF-463 ドゥボワ ペインティングブラシ丸筆000号 480 ➡ 620 423-463
SF-464 ドゥボワ ペインティングブラシ丸筆2号 560 ➡ 650 423-464
SF-473 シルバーリーフ 25枚 2,200 ➡ 2,800 423-473
SF-474 ゴールドリーフ シーラー 水性 1,140 ➡ 1,500 423-474
SF-505 スクリプトライナーショートハンドル 2820-20/0 580 ➡ 780 423-505
SF-513 ピンクソープ 4oz 1,200 ➡ 1,500 423-513
SF-537 エメラルドグリーンショートラウンド 2970-2号 1,300 ➡ 1,350 423-537
SF-569 ミックス アンド セーブ ペイントストリップ 550 ➡ 850B 423-569
SF-652 ゴールドリーフサイズ[強力](金箔のり強力) 1,100 ➡ 1,400 900-03
SF-1036 海綿(小) 390 ➡ 480 423-1036
SF-30114 ウッドグレイニングツール 950 ➡ 1,150 423-30114
SS-63 ペイントうすめ液 250ml 440K ➡ 450K 431-63

【2022年12月1日～価格改定】※メーカー都合により既に改定となっております。ご了承ください。
品番 商品名 旧価格 新価格 注文番号

PRC- ●● プレモ 全色 680C ➡ 680C 163- ●●
SFC ｰ●● スフレ 全色 680C ➡ 780C 520- ●●
S3C- ●● スカルピーⅢ 全色 660C ➡ 760C 531- ●●
PRM ｰ 14075 リキッド スカルピー トランスルーセント 2150C ➡ 2,460C 164-14075
SS-191 ネオクリーナー LT No.1 100ml 縦型 320K ➡ 420K 431-191
WB-210-1 ハッコーマイペンα FD210-01 15,000 ※ ➡ 16,500※ 443-2101
WB- ●● マイペン用ペン先  旧定価￥1,500  全種 1,500 ※ ➡ 1,700※ 443- ●●
WB-21D16 マイペン用ペン先 1.6D 型 T21-D16 1,600 ※ ➡ 1,800※ 443-0416
WB- ●● マイペン用ペン先  旧定価￥2,700  全種 2,700 ※ ➡ 3,000※ 443- ●●
SA-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 800 特 ➡ 900特 417-7122

HPからのご案内は
コチラから➡


