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 - Tassel keyring diploma lesson -  
タッセルキーリングのディプロマについて 

レザーイデー はタッセルキーリングから始まる、レザーワークのハンドメイドプログラム。 
アイコンである、シンプルなデザインが魅力のタッセルキーリングは、 

「ボリューミーなタッセル」オリジナルフォントの「イニシャルビスケット」２つのパーツで完成します。 

＜カリキュラム＞ 

＜タッセルキーリング ディプロマ 受講料＞ 

　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊シャンパンカラーレザーの際は追加料金が発生します。 

＜キット一式＞ 

　　　　 

製作課題 内容 受講時間

1 ラウンドビスケット（タッセルキーリング ） エンボス加工と円型への革の貼り方
3.5時間

2 スタンダードタッセル（タッセルキーリング ） 基本のタッセル

入会金・年会費 ¥10000・¥3600

ディプロマ申請手数料 ¥3000

講習料（材料費込み） ¥22000

TOTAL（税込） ¥38,600

レシピ等 レシピ・レッスン概要・カラーサンプル・ディプロマシート

キット
シングルカラー レザーR1枚・H1枚・ビスケットキット

バイカラー レザーR2枚・ビスケットキット

金具 シルバーリング x ２個  /ワイヤー x 2本
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 - About free lesson -  
ディプロマ取得後のレッスン開講について 

＜メンバーサイトにログインします＞ 

ディプロマレッスン終了後、本部より認定メールが届きます。 
認定メールが届きましたら、パスワードの設定を行ってメンバーサイトにログインしてください。 

＜キットを購入します＞ 

フリーレッスンを開講する際、材料は「LEATHER IDEE」オンラインにてオーダー。 
レザーのカット、カルトン等を揃え、インストラクターがキットを作ります。 

＜レザーについて＞ 

「無駄無く使う」の考えから、カット後の余ったレザーを、次回レッスン時用として 
使用することを推奨しています。 

「reduce(ゴミの削減)」＆「respect（限りある資源への敬意)」 

＊不定期にレザーのハギレも販売しています。有効にお使いください。 

＜キット製作に必要な材料＞ 

製作課題
レザーサイズ

カルトンセット 
（ビスケット）

その他
R（レギュラー） 
12cm x 40cm

H（ハーフ） 
12cm x 20cm

1
タッセルキーリング 
　＊タッセル 
　＊ビスケット

シングルカラー 1枚 1枚
円型カルトン x 4

リング等 
ワイヤー

バイカラー 2枚 -

2 ビスケット
シングルカラー - 1枚

円型カルトン x 4 リング等
バイカラー - 2枚

3 タッセル
シングルカラー 1枚 -

-
リング等 
ワイヤー

バイカラー - 2枚

5 ミニタッセル シングルカラー - 1枚 - -
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＜材料費＞ 

＜タッセルキーリング のオプション金具＞ 

＊お約束＊ 
レザーイデー は、スモールレザーグッズのブランドです。 

全てのインストラクターが同様のキットとレザーを使用することで、ブランドの統一化がなされます。 
皆さんの作品をSNS等で見て、レッスン・オーダーを希望される多くの方が混乱しない為の配慮です。 

本部購入 のキットとレザーを使用することを厳守してくださいますよう、お願い致します。 

材料 種類1 種類2 価格

レザー

R（レギュラー） 
12X42cm

カラー/レオパード ¥1400

シャンパン（＋400） ¥1800

 H（ハーフ） 
12x22cm

カラー/レオパード ¥700

シャンパン（+200） ¥900

カルトンセット ラウンド エンボス ¥600

リング（シルバー） 5個セット - ¥300

ワイヤー 
（ご自身で用意される際はUピ
ン 
　を5cm位にカットして使用）

20本セット - ¥200

箱セット 
（箱とシールのセット）

5セット 終了しました ¥1000

アイテム 色 講師価格 一般価格

バッグチェーン gold ¥700 ¥850

silver ¥600 ¥750

二重リング gold ¥470 ¥570

silver ¥420 ¥520

キーホルダー gold ¥370 ¥420

silver ¥320 ¥370
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＜ フリーレッスン / レッスンフィー ＞ 

＊レッスンは規定の価格・時間でご案内して下さい。 
＊レッスンの時間は目安です。上記の時間を超えた際の延長料金の設定は自由です。 
＊オーダーの際は、上記「TOTAL（レッスンフィー）」と同額、またはそれ以上に設定して下さい。 
＊「キット価格（概算）」は、p1,2に添って材料を購入した際の概算の価格（端数を切り上げしています） 
＊「キット価格（概算）」+¥2,000 でキットのみの販売も可能です。 

製作課題 カラー
キット価格 
（概算）

レッスン 
時間

レッスン料 
(1h/¥1500)

レッスンフィー

タッセル 
キーリング 

シングル カラー 3000

3h

4500 ¥7500

シャンパン 3500 4500 ¥8000

バイカラー カラー/カラー 3500 4500 ¥8000

カラー/シャンパン 3500 4500 ¥8000

シャンパン/シャン
パン

4000 4500 ¥8500

ビスケット 
(エンボス)

シングル カラー 1500

2h

3000 ¥4500

シャンパン 2000 3000 ¥5000

バイカラー カラー/カラー 2000 3000 ¥5000

カラー/シャンパン 2000 3000 ¥5000

シャンパン/シャン
パン

2500 3000 ¥5500

タッセル シングル カラー 2500

2h

3000 ¥5500

シャンパン 3000 3000 ¥6000

バイカラー カラー/カラー 3000 3000 ¥6000

カラー/シャンパン 3000 3000 ¥6000

シャンパン/シャン
パン

3500 3000 ¥6500

ミニタッセル シングル カラー 1000
1/4h

500 ¥1500

シャンパン 1000 500 ¥1500
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＜レッスンに使う道具類＞ 

*方眼定規 

*15cmくらいのもの 
　40cm以上のもの 

*はさみ　 
　細工用（刃先の細いもの） 

*カッター 
　アートカッター/エンボスデザインカット用 
　30度のクラフトカッター/タッセルカット用 
安全刃処理機 / カッターの刃をカットするもの 

*カッティングマット（方眼） 

*ヘラ（モデラーまたはプリオワール） 

エンボスツール 

金属やすり（細工用）/エンボスデザインに使用 

*目打ち 

*刷毛（ナイロンのもの） 

*糊（水溶性木工用ボンド） 

強力接着剤 

*糊皿　*糊台 

*水貼りテープ 

*ペン 
銀ペン（革用のペン）は太いので、先の細いボールペン等を使用 

ウェットティッシュ 

クリップ 

アイロン 

*は必ず必要なもの

�5



LEATHER IDÉE  
—————————————————— 
designed by atelier relâche 

———————————————————————————————————————— 
ABOUT DIPLOMA 
TASSEL KEYRING

＜革について＞ 

＜皮と革＞ 

人類は古代より「皮」を「革」に加工することで、 
生きるために自然よりいただいた命を無駄なく暮らしに役立ててきました。 

放置すると劣化していく「皮」に、長持ちさせる工夫の「鞣し（なめし）」を施し、 
強くしなやかな「革」として生活に取り入れてきたのです。 

＜鞣し（なめし）＞ 

皮から革へと変化を遂げる大切な工程。 
革を柔らかく加工しやすくする事が鞣しです。 

革 + 柔 = 鞣 

鞣しには様々な方法があります。 
　　　「クロムなめし」　　１９世紀後半に考えられた薬品を使用し鞣す方法（仕上がりが早く柔らかい仕上がり） 
　　　「タンニンなめし」　木の皮含有の”タンニン”という成分を取り出し皮に含ませる古代より続く方法。    
　　　　　　　　　　　　　完成までには時間がかかりますが、古来の自然に準じた製法。 

イデー  が主に取り扱う レザー は、クロム、タンニンのコンビネーションで鞣したシュリンクレザーです。 
「シュリンクレザー （牛革）」は柔らかくコシがあり、カラーも豊富、 

レザーワークにとても適しています。また、”shrink（シュリンク）”とは「縮む」の意味。 
加工の段階で表面を縮ませて、美しい”シボ（シワ）”をつくります。 

「シボ」はレザー独特の風合いをもたらし、汚れやキズを目立ちにくくします。 

また、シャンパンゴールド・シャンパンシルバーの＊ゴートレザー や、レオパードのスエードなど、 
レザーイデー では、レザーワークに最適な薄さに加工にした２０色のレザーをご用意しております。 

お好きな組み合わせで、素敵なレザーワークの時間をお楽しみください。 

Leather idee 

＊ゴートレザー（山羊革） 
柔らかく扱いやすいレザー。銀面（レザーの表面を表す用語）は上品な「箔」の加工。 

長期の使用で、箔が剥がれることがあります。 
＊レザーの素材には配慮しておりますが、自然素材のため入荷の状態が常に一定にはなりません。ご了承ください。
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