体験しよう彩泥窯！【陶芸・金継 4 回体験入門コース】

陶芸：POTTERY
自由な時間に、工房会員の皆様に混じって、陶芸の基本を体験できます。
全 4 回（約 1 ヶ月半）で、今なら¥11000（通常¥14300）。

You can take 4 lessons of pottery from forming to glazing in your
free time to experience Saideigama. It takes about one and a half
months. It costs ¥11000 in total now (costs ¥14300 normally).
STEP1 成形

Forming

STEP2 削り

Turning / Decorating

STEP3 釉薬掛け

STEP4 仕上げ

Glazing

Finish

金継ぎ：KINTSUGI
現代的な金継ぎの手法を体験できます。開講日時よりご予約ください。
全 4 回（約 1 ヶ月半）で、¥11000

You can try a modern method of Kintsugi in 4 lessons (takes about one
and a half months), bookings needed.
It costs ¥11000 for 4 lessons in total.
STEP1 準備

Preparing

STEP2

下地仕上げ

Smoothing

STEP3 漆・金蒔き

Lacquer and Gold

STEP4

仕上げ

Finish

表参道工房：東京都渋谷区神宮前 4-6-2-1F

Omotesando Studio :Jingu-mae 4-6-2-1F, Shibuya-ku, Tokyo
電話番号 Tel：03-6447-1105
ホームページ Website : http://saideigama.com/
問合せフォーム Inquiry Form：http://saideigama.com/contact.php

陶芸

体験入門コース（全 4 回）

金継ぎ

体験入門コース（全 4 回）

Pottery – 4 trial lessons -

Kintsugi – 4 trial lessons -

体験制作物

下記よりいずれか１つ

お 客 様 持 込 の 器 ま た は 骨 董 品 (+¥3000 ～

Works to Try

Please choose one of 3 choices below.

6000)を修理します。漆によるかぶれを懸念

・ぐい呑み 2 個（玉作り）

される方は、代用漆を用意いたしますので、

: 2 Sake Cups

予約の際にお申し付けください。

(By hand building from a clay ball)
・小鉢 1 個（紐作り）

Repairing of a pot you bring in or an
antique(+¥3000~6000) provided from us

: 1 small bowl (By coil building)

with lacquer and gold.

・小皿 2 枚（板作り）

If you worry a rash the lacquer causes,

：2 small dishes (By slab building)

please tell us when you book. We prepare
alternative lacquer for you.

体
験
の
流
れ

見学

工房内説明（10 分程度で制作・個別指導の様子、 工房内説明（10 分程度で制作・個別指導の様

Studio Tour

設備材料など）
：Guidance(10mins)

子、設備材料など）：Guidance(10mins)

1 回目 Step1

成形（1～2 時間）：Forming(1~2hours)

下地準備：Preparing

～乾燥：Drying～

～乾燥：Drying～

Process

2 回目 Step2

削り（1～2 時間）
：Turning(1~2hours)

下地仕上げ：Smoothing

～乾燥・素焼：Drying and Bisque Firing～

～乾燥：Drying～

釉薬掛け（1～2 時間）
：Glazing(1~2hours)

漆塗り・金蒔き：Putting Lacquer and Gold

～本焼：Firing to top temperature～

～乾燥：Drying～

仕上げ（1～2 時間）
：Finish(1~2hours)

仕上げ：Finish

受講料（4 回分）

今だけ価格 ￥11000（通常 ￥14300）

￥11000

Tuition Fee

¥6,480 for now (¥10,800 normally)

受講日時

見学・第 1 回目（見学に引き続き、同日に体験

月曜日 Mon：11～12:45 / 13～14:45

Schedule

1 回目の実施も可。別日も可）は要予約。

火曜日 Tue：15～16:45

2 回目…1 回目の翌日以降、自由な日時。

木曜日 Thu：11～12:45 / 13～14:45

3 回目…素焼完了の連絡後、自由な日時。

土曜日 Sat：13～14:45

4 回目…本焼完了の連絡後、自由な日時。

※休講日 Closed

Booking needed to take the Guidance and

：水曜日 Wed・金曜日 Fri・日曜日 Sun

3 回目 Step3
4 回目 Step4

Step1 (You can combine them in same day).
Step2：Any other day after Step1
Step3：Any day after your pot bisque-fired
Step4：Any day after your pot fired

オーダーメイド
カスタムメイド
受付中！
結婚・出産・金婚・銀婚・
還暦・退職・誕生日にぴったり！
Order Made Gift
For A Special
Anniversary!

1 碗 ¥11000~

金継ぎ修理依頼 受付中！
大切な器の割れ・欠け、金継ぎでグレードアップ
しませんか？ KINTSUGI Repair Available!

