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C on t en t s

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックから早 2 年経ち、新しい生活

様式も私たちの生活に定着してきたように感じます。ワクチン接種も進む

につれ、以前のような生活が戻ってくることも期待されてはいますが、引

き続き最大限の警戒が必要な状況です。前号 vol.4 でもご紹介したように、

当協会では皆様にバッグ作りを楽しんでいただけるように、これまでと変

わらず技術や材料を提供し続けております。

　また、ご自宅でのバッグ作りを楽しんでいただけるよう、少しづつでは

ありますが動画での作り方のご紹介や、オンライン授業などをスタートし

ております。

　皆様のバッグ作りが充実するのもとなれば幸いです。

一般社団法人　日本バッグ技術普及協会

生活に根差した
バッグ作りの普及を目指して



協会会員様はご登録のアカウントからログインの上、
会員価格でご購入いただけます。詳しくは協会HPま
たはかばん屋さんのキットHPよりお問合せください。
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通販サイト『かばん屋さんのキット』で販売している教材の一部を動画で作り方を配信していま
す。作り方動画はこれから増えていく予定です。講師の説明付きで分かりやすく紹介しています
ので、ぜひご覧ください。

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

　たまご型のシルエットがほのぼのと愛らしい、おしゃ
れ度が UP するバッグです。
ポケットだけ無地にしてアクセントにしても、表も裏
も柄物にしてもステキです。

メルシー西宮阪急店コラボ動画
約 29 分の動画をご視聴いただけます。

JUKI ソーイングフェスティバル編 約 1 時間半 or
レプレ愛知校編 約 8 分の動画をご視聴いただけます。

たまごトート [K-0022] 

十字はぎの手提げバッグ [K-0001]
　底を十字はぎで縫い合わせた、丸い形がかわいい
バッグです！前後にスライドポケット付き。花柄で
優しくまとめるのも良し、面で色・柄を変えて作っ
ても楽しいです。

　人気継続中！のワイヤー口金を使ったキットです。
口が大きく開いて使い勝手の良いのが特徴で人気のワ
イヤー口金。案外簡単に作れますので挑戦してみてく
ださい！

ワイヤー口金手提げ [K-0015]

スペシャル製作ライブ中崎町博覧会編
約 1 時間の動画をご視聴いただけます。

8 分

1 時間半
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自宅で学ぼうバッグ作り

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

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。

1. 申   込 受講規約をよく読んで、かばん屋さんのキット HP
よりお申し込みください。教材をお届けします。

2. 製   作 手順書を見ながら製作を進めましょう。分からな
いことはメールで質問ＯＫ！

3. 提   出 完成の一歩手前で提出してください。講師のチェッ
クとアドバイスがもらえます！

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

　かばん屋さんのキット通信講座は、家庭用ミシンを
使って４つのバッグのミシン縫製を修得していただく講
座です。裁断済みの材料と、詳しい作り方ＢＯＯＫが届
くので、すぐに受講を始めていただけます。
　作品は専任の講師が添削と評価をし、アドバイスやコ
メントをつけてお返しします。もし作り方についてご不
明な点があれば、メールもしくは課題提出時に質問用紙
でご質問いただけますのでご安心ください。ご自宅で
バッグ作りの技術を身につけましょう！

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

・修了証を発行します
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本格バッグ講座をご自宅で。
オンライン個別基礎コース
　「バッグアーティストスクールレプレ」の基礎コー
スがご自宅で学べるようになりました！
　ミシンの扱い方から裁断、縫製、型紙の作り方まで、
何度でも見返せる動画を見たり、オンラインで講師か
ら直接講義を行うことで学んでいただきます。道具や
ミシンの貸し出しも行っているので、初めからミシン
などの道具を揃えなくてもスタートできます。
　ご自宅にいながら本格バッグ作りを学びませんか？

オンラインデザインコース
　バッグアーティストスクールレプレのデザインコース
では、2 級取得者を対象にオンラインデザインコースを
開講しています。（現在東京校のみ）
　前とは状況が違って教室に通えないなど、教室へ来る
のが難しい方にぴったりです。
　授業は事前に質問や聞きたいことをメールで送って頂
き、パソコンやタブレットなどでオンラインで個別に行
います。詳細はレプレのスタッフにお声がけください。

1. 見　学 レプレの HP からオンライン見
学会へお申込みください。

2. 申　込 見学後、入学を決めたら申込を。
初回授業日をご相談します。

3. 初　回

4. 授　業

オンラインのテストや道具、製
作 環 境 を ご 質 問 す る オ リ エ ン
テーションを行います。

材料やテキストをご自宅に郵送
後、授業日を講師と相談のうえ
オンラインで授業を行います。

受講の流れ お持ちのパソコン・タブレットでOK

講師とマンツーマンレッスン

分かりやすい動画解説

ご自宅でリラックス
しながら学べる！
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2021 年 1 月、大阪にてバッグアーティストスクールレプレのデザインコース生の作品発表
会を行いました。沢山の作品の作品展示販売とともに、来場者の方に投票いただきバッグ
コンテストを開催しました。ここでは受賞作品をご紹介します。

　平面的な三角形のあずま袋を立体的に起こし、２本手のトートバッ
グにしました。合皮のため大容量でも軽く、二股に分かれたスワロー
マチが脚となって自立します。表面にはアーティスティックなペイ
ントを施し、自由度の高い現代風スタイルにしました。荷物が多い
時こそ美しい春夏仕様の変形トートバックです。

　2020 年の夏、モダンアートデザイナー whoda さんの作品に感銘
を受け、アートと実用性を兼ねそろえた鞄を作りたいと強く思い出
来たのがこの作品です。 製法もペイントも全て始めての試みで自分
的にはまだまだ納得は出来ませんが、皆さまの温かいお言葉と賞を
頂きとても嬉しく思っています。 これからも遊び心とチャレンジ精
神を忘れずに鞄作りに励みたいと思います。有難うございま した。

vol.23 

バ ッ グ 作 家 の 発 表 会
―縫いつくるカタチ―

六車香葉子さん（東京校）／ mugu's contemporary style （ムグズ ）

作家コメント

「あずま袋」を現代風トートバッグに進化させる
第1位
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　帽子になるバッグです。ひものつけ方を変えればショルダーやリュッ
クになります。

　普段使いにもなる羽根付きのかばんを目指しました。リュックにも肩掛けに
もなる２way です。かぶせの羽根にはワイヤーが入っているので変形します。
内装はモノが探しやすいように、明るい色を使いました。内部へのアクセスも
背中のファスナーから容易です。

　トールペイント素材の箱を使ったアタッシュケース型バッグ。腕ミシンが無
くても作れる箱型バッグです。留め金を取り換えたり、革にアクリル絵の具で
トールペイント技法で絵を描きました。

　「密」を避けなければならない中、頭の中でファンタジーに溢れた「密」の世
界をイメージして作りました。「密」にはネガティブなイメージがありますが、

「蜜蜂が密で満たされる」→「関係が深く親しい」といった、ポジティブなイメー
ジで製作しました。皆さまの心がこの作品の「密」蜂のように「親密」な気持
ちで満たされることを心から願っています。

　With コロナの時代に必要とされるカバンをイメージして作りました。
鞄からマスク、帽子へと変化する 3WAY タイプです。世界中の人がこの
ようなバッグを持ち歩く日が来ないことを祈ります。

　深く考えずに自分の好きな形と色にだけこだわり、初出品させていただきま
したが、会場で他の作家さんの作品を見て、そのクオリティの高さに後退り
してしまいました。 選んでいただけて、ただ、ただ嬉しいです！励みになり
ます！ご指導・ご協力いただいた先生方に感謝！ありがとうございました！！

　この時世に不謹慎かとも思いましたが、強いメッセージ性が皆様の心に届
いた結果だと、素直に喜んでいます。これからも人に喜ばれるモノを作り続
けていきたいと思っています。ありがとうございました。

宮崎美保さん（大阪校）／ miho miho (ミホミホ)

野瀬千亜紀さん（東京校）／シャープ技研

勇知千賀さん（東京校）／ Kitten blue(キトンブルー)

西村嘉露さん（大阪校）／ SewHappy (ソウハッピー)

宮城好栄さん（大阪校）／ Kiruto (キルト)

作家コメント

作家コメント

かばんを装う　帽子になるバッグ

羽   根

トールペイントと革のコラボバッグ

ファンタジービー

帽子？マスク？？鞄？？？

第2位

清原㈱賞
㈱ベビーロック賞

㈱モダジャパン賞

㈱ベビーロック賞

協賛賞

協賛賞

協賛賞

第3位
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　日本にコロナの嵐が吹き荒れて一年あまり。人々はウィズコロナの中で、もがきな
がらも新しいライフスタイルを模索し始めています。シーズン毎のトレンドやファス
トファッションなどのキーワードは、いまのユーザーには響かなくなりました。「ファッ
ション」＝流行、ではなくなる日が間近にきています。バッグ業界で 20 年以上活動し
てきたお二人に、新しい時代のヒントをお話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 2021.4.23[fri]【オンライン】バッグ＆小物

トレンドセミナー2021

講師：「At-Random by B.A.G.Number」編集長 川﨑智枝／ディレクター 鈴木清之
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レプレ愛知校
リテイル百貨店プチ 出店

レプレ愛知校
HAPPY88 出店

2021.3.6,7[sat.sun]

2021.8.8[sun]

　レプレ愛知校が入居している
リテイルビルで、「リテイル百
貨店」というイベントが開催さ
れました。愛知校では生徒作品
やサンプルバッグの展示販売の
他、皮革販売も行いました。

　愛知校が入居しているビルの築 88 周
年のお祝いイベント『HAPPY88( ハチハ
チ )』が開催されました。教室内では作
品やサンプルバッグの展示販売を行い、
連動企画として、Twitter でがま口バッグ
の人気投票も行いました。
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レプレ大阪校
アート&手づくりバザール 出店

レプレ大阪校
うめだ半径1㎞ Machi まつり 出店

2021.3.20,21 [sat,sun]

2021.8.21 [sat]

　キットや材料の販売、ワークショップ、作品販売を行いました。コロナ禍の中ですが、
たくさんの手作りファンの方にお越しいただき盛況となりました。

　阪急大阪本店スークで「注染てぬぐいにじゆら」さんとコラボした生地ででたまごトー
トとがま口のワークショップを開催しました。沢山の方にご参加いただき、素敵な作品が
完成しました。
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　レプレ大阪校、東京校、愛知校の各校で、今年も皮革市を開催しました。
　なかなか実際に革屋さんに行くのは敷居が高いという声もある中、販売員をレプレ
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ことも喜んで
いただけました。協会会員の方には 1 枚につき 500 円引きというとてもお得な市となっ
ております。
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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
取得された資格によって「かばん屋さんのキット」での特典内容が異なります。協会会員様はご登録アカウン
トでログインの上、ご利用ください。かばん屋さんのキットご利用についてのご不明点は、サイト内の【お問
合せページ　https://www.kaban-kit.jp/contact】よりお問合せください。

バッグアーティストスクールレプレで取得できる資格
注）割引率は予告なく変更することがございます。商品によっては割引率が異なる場合がございます。

かばん教室コロロで取得できる資格

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

バッグソーイング３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


