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Let's Make Bags
 at Home.
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┉芗炘㍚嫎☔մ仼儖ءشف䤗软俊⚡
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自宅で学ぼうバッグ作り

ֹױׄחמ䤗软骰ס⛼ءشفךնׇ舅㱝ַד㱦䑏ׇׂךסױׄדג�韬ゖַׇך韬ゖ榫碊מ鐐갭䬠⭳侇עׂٜ٭յْף憠ֵֿם伺┘ׇיַחמ亠⛼նױ鲭ֽיׄחع٤ْؤتؕفغյؓ❪鍐כ⯡铺䅨ֿ岣ס♳㵠ע⿁⛼նױׄדגַי״铺㡎מ׃յךס亠ֿ㷐ׂ⛼ַյ鎋כ免乢סײն逮了岷ך铺䈳ׂדגַי䐂⟢٤竂邮بِסءشفסחיז✳٤بյ㳃䉀榫ِע鵟⟓铺䈳عش؞ס؆㷑؆ף־

通信講座お問合せ先 かばん屋さんのキット【お問合せ】ページのフォームよりお問合せください。
https://www.kaban-kit.jp/contact

４つのバッグキット 基礎テクニックと
作り方BOOK お道具セット 厚紙型紙

かばん屋さんの通信講座

● 通信講座の詳しい内容はかばん屋さんのキットホームページ【通信講座】のページをご覧ください。

2. 製作
䣆ꯂ傴釤ֿם邮⛼鶟ֹױ״ն⮆עכ׆ַם־
韬ゖךٜ٭ْ

1. 申し込み
铺釨硜ׂ鐆؆ךյף־؆㷑ֽ1(عش؞ס؆
榼鱮ַדׂײն䷷免ֽ㷐ׄױն

3. 提出
㱭䡗ס┉塥䣆⯥ך䬠⭳ַדׂיն铺䅨ؓכؠشؘزס
ױֻֿتؕفغ

受講の流れ

これが届きます！

・修了証を発行します

特　典

・協会認定校での体験授業
   に参加できます
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䈓ⶇ㰄ךׁע竂ַ⺬גյ╖ַ䎬ֿךءشفַַ־նסדג㍋鉈ַׂםעךع٭عյ菊٤٭ذقםֹסצ磝ג⺬ײ䎬ֿ二뉲ךյ⛼ס哧ךزذַն⺱מٜو٤ب榟㏐יז⛼ך荁ַֿךյיזמ٤٭ذق荇凵ס磝⺬ײ㚺ֻנךַֽיז⛼יն⯥䏲ך⮵➘יַיזםמعشآَغؕٚتעعشآَסն

Ӗ⭳全┕ֿثؕئ嘦 ��䆋�窶 �� زُ� ��DN

十字はぎの手さげバッグ

変形リュック �8": նױםמءشفֵסعؠق٤ؕיז⛼ךն扛㏐ךַ⭳擻ֿג⪋מ╈յךסםؠشٖٛסوؕذꝧֿׂ٭ػتؒنׂ׀ն㛻ױםמعشؙٜبגז鷿גױכ׳גגמ┕⮆鼧٭ػتؒنնؠش⠕䓪孬ٖٛס硯תזג䎬㚺ֻמ
նױַיזםמعشجֿص٭ق㷯♀ס랬⺬汷־ْٜٔ؞

Ӗ⭳全┕ֿثؕئ嘦 ��䈓䆋�窶 زُ��� ��DN
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お家で楽しむ
バッグキットのご紹介

յֽ㳃עךցعش؞ס؆㷑؆ף־րوش٘ب٤ٚؕ٤؛ַי鞄㚞⪮鷹免乢ס؆ף־
ע亠ַי䜉מ⛼ءشفնױַי榫䙫ׇ؆ׂגعش؞״哧⛼ءشفך
յ㑔碊מ☽ס⿁㷯♀סלם⪮ꄋ䣆הն䧏ךعش؞ַ䧪䡵ך亠סյ⮣䑏縖؆ה
ם׀ն㞐ױ״㡎ֿ⛼ءشفךחյַךסַיז⪋ֿمبٝס⪋㍲鉮ַ鎋
նַדׂיײיז⛼؆ׂגյי榟㏐逮了סײ㞐ֽך㑔碊סعش؞յעءشفסزذ



Let's Make Bags at  Home

https://www.kaban-kit.jp/

がま口ミニショルダー
☔妳ױֿסגױמعش؞✳ַגױׅ┕☼מءشف٭رٜ٘بסثؕئַն┸ꪫך׀♀عشآَמն鐄伺מ媮יז⛼哅鶟ױֿךׄדַׂי״ֿ舅⮆ױ⛼ךնꄋסׄ♀յף״־חصؤ㛻┓㜂

նךַ哧יז⛼ך榟㏐ֵס䑏צյ鷛ךסם䎬םٜو٤بնױַיזםמعشجֿص٭ق㷯♀ס랬⺬汷־ؤ٘زնךْتت؛עמ亠סֽ䫒ؠشٖٛגז鷿כ☔նךؠشٖٛם⮵➘ך٤ֽֿؕاظסعشؙٜب鉈└ٛ؞شت

ף״־חصؤյֿ؆؆ױ־䚉מֹאꦘכזהלםׄ♀竂ַס䈓ֹױײי䧪䡵מءشفם儖劲氳ע٬٬٬域ג׀י䜉㵼מ⛼ءشف 0,  � ꪫךءشفع٭عם⮵➘גַ♀ֿعشآَמն⯥䏲َסعشآꝧꝥؠشٌعشؾءُעמ✳榫ױַיն

Ӗ⭳全┕ֿثؕئ嘦 �� �窶 ��ױ⻠ؤ٤أ�ُز ���DN

Ӗ⭳全┕ֿثؕئ嘦 ��䈓䆋�窶 ��մմմ�ُز ��DN

Ӗ⭳全┕ֿثؕئմ嘦 �� �窶 �� زُ� ��DN

三角シルエットのリュック
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たっぷり入るトートバッグ

⚡⚡喋ׇע氧ꎰס٤ؕءٞ־ع٤ؗؓס┕յ⚡❫劲ׇך頇⪌ַױׄדגն鎋עׂ⚡ )1 նַדׂ⺬ゖֽ1(عش؞ס؆㷑؆ף־עגױ
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　阪急梅田本店の 10F、手芸売場でポップアップショップを展開しました。
スクールがお勧めするバッグ作りの道具や材料、キットなどをそろえてご紹介。
期間中は連日ワークショップを開催しました。

「本革手縫いグラスケース」「帆布のトート」「十字ハギの手提げ」など手縫いやミシン
を使いながら、本格的なバッグ作りを体験していただきました。

活動報 告
協会で開催したイベントの一部をご紹介いたします。

最新のイベント情報は協会ホームページをご確認ください。
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1 阪急梅田本店ポップアップ 2020.3.4~10
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レプレ東京校
HMJ2019 に参加しました

2019.7.20,21[sat.sun]

ハンドメイドマーケットプレイス「creema」が主催する、クリエイターの祭典ハンドメイ
ドジャパンフェス 2019 に、レプレ東京校が参加しました。
生徒さん達のオリジナルバッグが、当日レプレのブースにたくさん並びました。多くのお
客様に来ていただき、皆さんの個性あふれるバッグを手に取り、購入していただけました。
これまでの勉強の成果が充分に発揮できた販売会となりました。
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3 革の手縫い

ワークショップ２本立て
2019.8.2 [fry]

　恒例の手縫いワークショップが開催され
ました。今回は木型を使った本革の三角形
のコインケース、L 字型の財布を作りまし
た。大阪から来ていただいた、講師のニジ
ガミツールさんはレザークラフトの世界で
は知る人ぞ知る職人さんです！
　手縫い用の木のポニーやコバ磨き用の先
端ツールなど、オリジナルの道具もたくさ
ん紹介していただきました。新しいテク
ニックも学んで、すてきな革小物を作るこ
とができました。

講師：ニジガミツール（n i j i g am i too l）
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2020 春夏
バッグ＆小物トレンドセミナー開催

2019.12.2[fry]

　バッグと小物に特化したトレンドセミ
ナーを今年も開催しました。平成時代のト
レンドの振り返りから始まり、令和はどの
ような時代になるか、それに伴いバッグの
世界はどのような変化を遂げるのか。予測
をもとにお話ししていただきました。
　時代の変化に応じた柔軟なモノづくりの
必要性が感じられる、貴重なお話を聞くこ
とができました。受講生の方からの質問に
もたくさんお答えいただき、充実した内容
のセミナーとなりました。

講師：web マガジン「B.A.G. Number」編集長 川﨑智枝／ディレクター 鈴木清之

レプレ愛知校
作品展＆革日和開催

2019.11.2~4 [sat~mon]

　繊維の産地で、繊維のビルという恵まれた
環境の中で 2017 年に開校したレプレ愛知一
宮校はこの春には７期生を迎えました。自分
で仕上げたバッグに自分で価格を決めて自分
たちで販売をする。みなさんからどのような
反応がいただけるのかドキドキしながら、ス
クールの入っている築 80 余年のレトロビル
内で初めての作品展を開催しました。作品が
売れた生徒も残念ながら販売までには至らな
かった生徒もそれぞれとても良い経験になり
ました。
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レプレ梅田校、新宿校、愛知校の各校で、
今年も皮革市を開催しました。どこの会
場も大盛況にて終了しました。
人気はやはり黒や茶色などのシンプルな
革ですが、箔加工の革など珍しい革も手
に取ることができました。お値段もリー
ズナブルで、この機会にと何枚も買われ
る方が多かったです。
販売員はレプレの講師陣が務めているこ
ともあり、バッグ作りの相談をしながら
選べるのもメリットです。
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恒例！皮革市

レプレ各校で今年も皮革市を開催しました！



https://www.jbtpa.org/最新情報は協会の
ホームページをご覧ください。

NewNew

協会会員取得資格ごとの
ECサイト・かばん屋さんのキットでの特典について
䐂ג鞲劲יזמրף־؆㷑عش؞ס؆ցסך攐⪯⫂㳊ֿ樟ױםն⚡⚡喋ׇע氧ꎰؓ٤ؗ
քֽゖס⫁عؕئյע伺憠┘ׇסיַחמ榫⮵ׇعش؞ס؆㷑؆ף־նַדյׇ⮵榫ׂ┕ס٤ؕءٞךع
նַדׂ⺬ゖֽմIUUQT���XXX�LBCBO�LJU�KQ�DPOUBDUօة٭ً⺬

鞲劲׀ך䐂ךٝوٜٝ٭ؠتعتؔط٭ؓءشف
嫰Ⱏ䌕曍ׂם⼔◀ע㚺催ױַׇֿכ׆նよ⿁עיזמⰟ䌕曍ֿ樟ם㕙⺬ׇֿױַն

鞲劲׀ך䐂ךٞٞؤ㲜䷷؆ף־

かばん屋さんのキット
会員ランク 協会会員資格

一般協会会員（無資格）

協会認定校在校生（無資格）
バッグアーティスト３級

バッグアーティスト２級

バッグアーティスト１級

バッグ職人

バッグ講師

バッグソーイング３級

バッグソーイング２級

バッグソーイング１級

特典内容

バッグキット各種…10%off
材料…10%off
道具…10%off

バッグキット各種…15%off
材料…20%off
道具…20%off

バッグキット各種…20%off
材料…28%off
道具…28%off

バッグキット各種 
材料・道具

バッグキット各種
材料・道具

ブロンズ

ゴールド

ゴールド＋

プラチナ

指導者会員

＊指定教材用キットをご購入いただけます

＊更に優遇割引が適応されます

＊更に優遇割引が適応されます


