～帽子教室 入学案内～
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帽子の学校

スダシャポー学院
Since 1955

当校の紹介とごあいさつ

帽子の学校スダシャポー学院は、創立者須田京之助により、
１９５５年にスタートし、時代に合わせた技術・デザイン・指導の研究を重ねなが
ら、初心者の方が基本から楽しく学べる帽子専門教室として多くの方に親しまれて
きました。

２０１３年より初代の理念を継承し、２代目須田京子が学院長となり、「帽子を
作る・かぶる・楽しむ」ことで、趣味の方からプロ志向の方まで、お一人お一人の
個性が花開き、帽子を通して人と繋がる喜びがあることをお伝えできる場でありた
い、という想いで活動しています。

● いろんな形の帽子を作って、お洒落を楽しみたい。
● ザインを考えて、思い通りに作れるようになりたい。
● オリジナル作品を作って、個展が開けるようになりたい。
● 勉強して面白かったら、プロを目指すかもしれない。
● いつか帽子作りを人に教えられる人になりたい。
…といった人を育てるのが、当学院の目的です 。

授業内容は、初級から上級まで、充実したカリ
キュラムを基に、個人のペースで、さまざまな
デザインに対応する、各種技術の習得ができる
レッスンとなっております。アットホームな雰
囲気の中、楽しく本格的帽子創りを学べるお教
室ですので、まずはお気軽にレッスン見学にお
出かけください。
ご来校を心よりお待ちしております。

帽子の学校

スダシャポー学院
学院長
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須田 京子

趣味からプロ志向の方まで学べる各種コース

※プロ志向の方も初等科から
スタートになります

本科コース
初等科
中等科

通信講座

通学制

メンズハットコース

レベルⅠ

レベルⅡ

専科コース

パターン
専科

帽体
専科

バクラム
専科

（本科コース
（本科コース
初等科修了以上）
中等科修了以上）

高等科
●各科、修了試験合格後、上級クラスに進級できます

本
科
コ
ー
ス
初
等
科
の
み

。

カリキュラムの特徴
特徴1 業界初立体裁断
スダシャポー学院の布帽子は立体裁断（スダシャポー学院創立者須田京
之助が開発）で作られた「型紙」を使います。帽子の本場と云われる
ヨーロッパにもない、この技法は、３６０度どの角度から見ても美しい
シルエットを作ることができ、カジュアルから、アート性の高いものま
で、平面製図の型紙では表現できない、布帽子のデザインと、可能性を
広げる事が出来ます。

特徴2 初心者からプロまで、
実力に合わせた個別指導によるレベルアップ
本科コース初等科（通信講座）と、メンズハットコース
レベルⅠでは、基本をしっかりと身につけることを重視。
立体裁断で完成された型紙と分かりやすいテキストを使い、毎回異な
る「技術のテーマ」の組み込まれた各種デザインを、お好きな布で作
りながら、自然にレベルアップできるカリキュラムになっています。
（1回～3回のレッスンで１個完成の目安）
生地の選び方で、普段用、オシャレ用など、作り分けできますので
四季折々のお好きな生地で、制作してみましょう。 被り方レッスン
では、似合わないと思っている帽子が被り方１つで、ぐっと似合う
ようになる体験も是非お楽しみください。

●進級すると、立体裁断によるオリジナル型紙制作・帽体・ブレードの技法を学べます。
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選べる３つの受講スタイル
通学制レッスンの特徴
通学でのレッスンは、お一人ずつのレベルに合わせ、巡回式の個人的指導 を受け
られますので、お裁縫が初めての方でも安心してご受講いただけます。
知識・技術を深めるための全コース合同の研究会を、毎月テーマを決めて実施しています。

１

通学月謝制

※チケット制より単価がお得です。

●毎月、月初めよりレッスンをスタート
●週１回（３ヶ月１１回）又は、週２回 （３ヶ月２２回）を選択
●受講料・雑費は、3か月分を一括で前納し、3か月毎に継続して受講
●欠席時は、他クラスに振替可
※短期修得希望者は週4回（週2回☓2）や チケット制併用で回数を増やすことも可
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通学チケット制
●毎月、月の途中でのレッスンスタート可
●１年間有効のチケットで、５回券又は、１０回券を選択
●受講料はP8参照
●マイペースで追加購入し、継続して受講
●レッスン開講日のレッスンタイムの中で、希望クラスを予約して受講。

3

通信講座

（初等科同じ内容）

本科コース初等科のみ、他は通学制での対応になります。

●毎月募集。 前月の２０日〆切
●受講料は、一括支払いのみ
●２４型制作レギュラーコース受講期間6か月（1年まで延長可）
※２０２１年１０月より ３ヶ月トライアルコースもスタート 詳細、17ページより

3

入学までの流れ
1. まずは、お気軽にレッスン見学においでください。（☎予約制）

ご入学の説明と、詳細確認をいたします。
2.

受講するコース、受講スタイルを選ぶ。 迷われている方は、ご相談下さい。

3.

入学認可と申込 見学時に学院長面談後、希望クラスの定員をご確認の上、
お申込み下さい。※通信希望の方は、見学は任意。

4.

入学手続き

P14の「規約同意書」と「願書」に必要事項をご記入の上郵送して下さい。
入学時費用総額で金額をご確認の上、お振込みください。
※複数科の同時受講の際の入学金は、８万円になります。

5. レッスンスタート
① 月謝制

… 毎月20日締切、翌月初より

※月途中から受講スタート希望者は要相談

② チケット制… 随時、希望日より
③ 通信制

毎月２０日締切 翌月初より

＜振込先＞
三菱ＵＦＪ銀行・大塚支店
＜普通預金 店番171＞
口座番号 0131908
名義 スダシャポー学院 須田京子

※振込み手数料は、ご自身でご負担ください。

本校レッスンタイム
曜

日

科

目

月

昼間部
13時

火

18時30分
より

※各科合同
水
木

夜間部

より
21時

15時30分
木曜日夜間は無し
クラスの休講日については、当校発行のカレンダーでご確認下さい。
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基本からしっかり学べる

☆一番お勧め☆

本 科 コース の ご 案 内
科目

初等科

中等科

高等科

師範科

内

容

•
•
•
•

帽子の成り立ち・種類・特徴
帽子材料・道具・付属品
型紙を使った布帽子24点制作
似合うかぶり方・マナー・収納

•
•
•
•

立体裁断の型紙制作入門〜模写
帽体・ブレードの帽子製作
各種素材による飾り制作
パーティーハット他、必修科目

•
•
•
•

上級立体裁断の型紙制作〜模写
バクラム高級帽子・チップ制作
上級帽体・ブレートの技法
イメージデザイン〜オリジナル

※税込み価格

月謝制 受講料

期間目安

(3ヶ月分/雑費含む)

個人差あり

週1（11回）
￥31,460

12〜18
ヶ月

入学金
進級費

33,000円
週2（22回）
￥58,080

6〜9
ヶ月

週1（11回）
￥35,090

2年〜

週2（22回）
￥65,340

１年〜

週1（11回）
￥38,720

2年〜

週2（22回）
￥72,600

1年〜

＜進級費＞
初等科より
22,000円
通信科より
33,000円

＜進級費＞
中等科より
33,000円

院長との面談で、適性判断の上、実施。受講資格 高等科卒業生対象

＜その他の費用＞ テキスト代・・初等科22,220円 中等科14,300円 高等科20,350円
・
・

布帽子表生地は各自持参。付属品他レッスン内容により、要別途材料費。
入学時、テキストNo1で学ぶ帽子4個分付属品代として1740円

メンズハット限定で基本からしっかり学べる

メンズハットコース の ご案内
科目

内

容

レベルⅠ

•
•
•
•

レベルⅡ

＜必修科目の帽子製作＞
• 立体裁断の型紙制作〜模写
• 帽体・ブレードの帽子製作
• 飾りの制作他必修科目課題制作

帽子の成り立ち・種類・特徴
帽子材料・道具・付属品
型紙を使った布帽子18点制作
似合うかぶり方・マナー・収納

※税込み価格

月謝制 受講料

期間目安

(3ヶ月分※雑費含む)

個人差あり

週1（11回）
￥31,460

9〜18
ヶ月

週2（22回）
￥58,080

５〜9
ヶ月

週1（11回）
￥38,720

２年〜

週2（22回）
￥72,600

1月〜

＜その他の費用＞ テキスト代・・レベルⅠ15,500円 レベルⅡ8,500円
・ 布帽子表生地は各自持参。付属品他レッスン内容により、要別途材料費。
・ 入学時、テキストNo1で学ぶ帽子4個分付属品代として1740円
☆メンズハットレベルⅠ修了後、希望者は、「レベルⅡ」又は、「中等科」への進級もできます
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入学金
進級費

33,000円

＜進級費＞
レベルⅠ
より
33,000円

本科コース 初等科

制作デザイン画一覧表

メンズハットコース レベルⅠ

制作デザイン画一覧表
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専門分野のみ、深めて学びたい方のための

各 種 専 科 コース 内 容 の ご 案 内
＜ 木型を使って作る帽体の帽子 ＞
カリキュラムには、技術的に新しく学ぶテーマがあり、そのテーマに
沿っていれば色や形などのデザインは自由に選べます。
帽体の基本習得後、従来からあるコストと時間のかかるチップ型を使用
しない、『ハンドワークによる制作』があります。「美しいラインを見
分ける目と、形を表現できる手の技術」を磨くことで1点物の上級デザ
インの完成度の高い作品を作れるようになります。

※初心者の方が受講できます
科目

内

容

※税込み価格、2022年より価格改定予定

月謝制 受講料
(3ヶ月分※雑費含む)

修得期間め
やす

入学金

1年半〜

88,000
円

＜帽子専用帽体、ブレードを使ったレッスン＞

帽体
専科

•
•
•
•
•
•

素材の特徴と道具
フエルト帽体（冬物）
サマー帽体（夏物）
ブレード帽子の基本の製作〜模写
基本から、ハンドワークまで
コピー制作（模写）

週1（11回）
￥38,720

※本科コース 初等科修了以上の方が編入できます
＜立体裁断で型紙制作〜オリジナル帽子制作＞

パ タ ー
• 基本からデザイン性の高い高等技術まで
ン専科
• カジュアル・フォーマル・メンズ各種

週1（11回）
￥38,720

1年半〜

編入費は
編入前の
所属によ
り異なる

1年半〜

編入費は
編入前の
所属によ
り異なる

• 模写（写真から型紙をおこす）

※本科コース 中等科修了以上の方が編入できます
＜高級帽子の芯地バクラム、
コットン芯等による帽子制作＞

バ ク ラ
• バクラム帽子の基本と考え方
ム専科

• ハンドワークによる造形的シェイプの制作
• チップ他、木型に替わる、帽子用型の制作

＜その他の費用＞
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週1（11回）
￥38,720

専科テキスト代・・・12,650円より
・布帽子表生地は各自持参。付属品などレッスン内容により別途
・材料費がかかります。

マイペースで手軽に始められる通学 レッスン

チケット制受講料について
※税込み価格、2022年より価格改定予定

内

容

・レッスンタイム（P10）に、

科

目

受講券料 雑費含む

本科 初等科
メンズハットレベルⅠ

￥31,900(10回）
￥17,600（5回）

修得期間
めやす

入学金
進級費

45回〜

希望時間予約制で、本科コース
又は、専科コースのテキストに
添って、レッスンを受けること

￥38,500(10回）
￥20,900 (5回）

90回〜

各コース
の案内を
ご覧くだ
さい。

￥38,500(10回）
￥20,900 (5回）

70回〜

本科 中等科

￥35,200(10回）
￥19,250（5回）

本科 高等科

が出来る。

＊修了期間は、個人差が有ります。

90回〜

入学金、
進級費、
編入費は、
月謝制に
同じです。

＊チケットの有効期限は、
発効日よ1年間。
＊チケットの追加購入は、随時可。

メンズハットレベルⅡ
その他の専科コース

◎

レッスンタイム（P4参照）と当校発行カレンダーによる休講日を参照の上、
空席を確認の上、事前にご予約下さい。空いていれば、当日でも予約可

◎

通信科の方のご利用は、できません。

＜その他の費用＞
•テキスト代・・・￥6,500〜￥20,000
科により異なるP5、P7参照
•布帽子表生地は各自持参。
•付属品他費用・・・レッスン内容により要別途材料費。
※本科コース 初等科、メンズハット入門専科レベルⅠの入学時は
付属品購入代（テキストNo1で学ぶ帽子4個分）として1740円。
•他の科へ移籍、または追加受講する時は、それまでの所属科に
よって、 編入費又は 進級費の納入が必要です。
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遠方の方、レッスン時間が合わない方に お勧めの

通信講座 のご案内（本科コース初等科のみ）
こんな方におススメ
＊

レッスン開講の時間帯が合わない。

＊

遠方なので通学出来ない。

＊

好きな時に自宅で作りたい。

＊

自己流で作っているので、プロのコツを学びたい。

スダシャポーのオリジナルの立体裁断による型紙を使って、
きれいなシルエットの帽子が、自宅で24種類、作れるようになります。

通信講座レギュラーコース 10の特長
1

通学コースの初等科と同じ内容の帽子が、自宅で制作できます。

2

分かり易いポイント解説『製帽原則』と教材テキストに沿ってレッスンを進めます。

3

プロの使う正確な実寸型紙付き。（製図は不要です。）

4

制作数は、24点あり、様々なデザインが楽しめます。

５

材料は、表布・付属品は、２４点分すべて揃っているので、材料を買う必要はありません。
※ミシン・裁縫道具は、ご準備ください。

6
7
8

作り方を覚えれば、お手持ちの布やお好きな布で四季折々の帽子を作って楽しめます。
テレホン・アドバイスや、スクーリングを受けることが出来ます。
スクーリングを受けられない場合も、作品を送付により、
細かい添削指導が受けられます。

9
10

9

当校の講習会/講座に在校生割引価格で参加できます（一部例外あり）
通信講座修了後、希望者は中等科（通学のみ）へ進級できます。

ようこそ 帽子作りの世界へ

『内

容』

<レギュラーコース受講期間>
月4点制作の予定で、6ヶ月修了を、一応の目安とします。
（最長一年間に無料で延長できますので、ご相談下さい）

＜送付教材＞
1,制作テキスト2冊（前期・後期） 2,実寸型紙24点 3,製帽原則1冊 4,副読本「Ｑ＆Ａ」
5,主材料の表布各種24作品分 6,付属品全て（裏地・芯地・サイズリボンなど）
※ 教材はすべて揃っていますが、ミシン・裁縫道具・糸はご準備下さい。

＜制作指導内容＞
1 質問受付

テキスト内容、制作上不明な点は、電話で何回でもお問合せ下さい。
「電話質問受付時間」当校指定の休校日を除く、月・火・水・木 昼間1時〜4時／夜間6時〜9時
※木は昼間のみ受付
「メール・FAXの質問受付け」通常お返事は2日以内。休講日はお返事できません。

2 制作作品の細部の技術評価と、より完成度を高める指導。下記ABより選べます。
A.マンツーマンの対面スクーリング・又はＺＯＯＭ（指導1回約20分）
要事前予約。日時は開講日内の時間で、ご相談ください。
＊持参品…作品4･5点・スクーリングカード・筆記用具・次回のテキストと型紙

B.添削指導

作品に提出用紙を添え、お送り下さい。
講師が細部をチェックの上、指導コメントを書き入れ、１０日以内に返送します。
※宅配料は、往復ご自身の負担となります。

＜入学手続き＞ 毎月10名募集 前月20日申込締切 まずは、お電話にて定員確認とご予約願います。
「スダシャポー学院規約書」を熟読後「通信講座規約同意書と入学願書」にご記入・ご返送いただき、受
講料お振込みをお願います。 ※振込まれましたら、ご連絡をお願いします。
2週間以内に「教材セット」をお送りします。
＊受講料全額（テキスト教材費含む・一括払いのみ）

￥132,000(税込み価格)

※2021年より、トライアルコースを新設し、
通信講座全面リニューアルしました。詳細はP17より。
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★よくあるＱ＆Ａ★
★通学についてのご不安
Ｑ1 ★どんな方が受講されていますか？
Ａ

☆趣味として楽しむ方からプロの帽子作家を目指す方まで、年代は、20代から70代まで、幅広くご受
講いただいております。女性が大半ですが、男性受講生も徐々に増えつつあります。初級も上級も
合同のクラスなので、制作もバラエティーに富み、アットホームな雰囲気で楽しく学べます。

Ｑ2 ★まったく初心者なので、ついて行けるか心配なのですが？
Ａ ☆巡回式の個人指導なので、個人のレベルに合わせて、マイペースで学べます。
基本から丁寧にご説明しますので、ご安心下さい。必要な方には待ち針の打ち方等からご説明します。

Ｑ3 ★仕事で遅くなる時がありますが、大丈夫でしょうか？
Ａ

☆いらっしゃった時点で必要なことを個別にご説明していきますので、
遅れていらしても問題ありません。※終了時間は表記通りです。

Ｑ4 ★レッスンをお休みした時は、どうなりますか。
Ａ

☆お休みをする(した)日から、前後３０日以内に、他のクラスで、振替レッスンを受けることが
できます。（予約制）

★制作についてのご不安★
Ｑ5 ★布で帽子を作るのに、時間はどの位かかるのですか？
Ａ

☆簡単なデザインのベレーは約3時間弱。ブリム（つば）のある帽子では、5〜6時間が一応の目安です。

Ｑ6 ★フエルト帽子や麦わら帽子のような物は、いつ頃作れますか？
Ａ ☆中等科以上、又は帽体専科のクラスで、秋冬はフエルト帽子、春夏は天然素材のサマー帽体及び、
ブレードの 授業を受ける事が出来ます。
※初等科在籍中に制作体験をしたい方は、別途、帽体体験講座開催日に在校生割引価格で受講できます。
Ｑ7 ★通学コースの課題に制作の布は、決まっていますか？

Ａ ☆デザインに合う布選びもご説明しますので、お好きな布を持参して下さい。
お洋服に合わせて、好みの色柄で、被りやすい帽子が作れます。
Ｑ8 ★一つの帽子に、布はどの位必要ですか？
Ａ ☆デザインによります。ヤード幅（92センチ）長さ60ｃｍ弱の布で、基本型ラウンドブリム
のあるクロッシェ型の帽子が、１個作れます。
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Ｑ9 ★布の帽子を作るのに、特別の道具がいるのですか？
Ａ ☆普通の裁縫用具があれば、どんなデザインでも作れます。
大塚本校ではミシンを使用しますが、手縫いだけでも作ることも可能です。
いずれもアイロンがけをする時に「割り台」という木型があればとても便利です。
希望者には本校にて販売しています。
Ｑ10 ★頭が特に小さいのですが、被れるものが作れますか？
Ａ

☆テキストの型紙は、標準サイズ58センチ用に出来ています。1センチ程度の大小は、
縫い代の加減で出来ます。また縮小、拡大のコピーの計算方法をレッスンで行いますので、
型紙を加減すれば、サイズの大小は自由に作れます。

★その他のご不安★
Ｑ11 ★帽子をあまりかぶったことがないのですが、大丈夫でしょうか？
Ａ

☆仕上がった帽子は、必ずかぶり方のレッスンも行います。被り方が分からないので、
似合わないと思い込んでいる方も多いので、レッスンを受けると、被る帽子のデザインも
広がり、見違える程帽子が似合うようになります。

Ｑ12 ★布の帽子にあまり興味がなく、帽体作りが学びたいのですが、やはり初等科から受講した
方が良いですか？
Ａ

☆基本的な裁縫技術、各種デザインや帽子のバランスを総合的にしっかりと学べる初等科か
らがお勧めですが、帽体専科からの入学も受け付けています。

その他ご質問も、どうぞお気軽にお問い合わせください
mail:kyoko@sudahat21.com FAX:03-3941-0930
TEL:03-3941-0895 (月〜水 13時〜21時 木 13時〜１６時）指定休校日も有
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在籍中 要保管

スダシャポー学院規則書

＜入学金・受講料等について＞
1
2

入学金、受講料は、願書に記載の本人のみに適応する。他人に譲渡することはできない。
1度納入した入学金、受講料等は、いかなる理由でも、期間の移動・延長・返金等はできない。

＜授業日について＞
1

毎年１月から、各曜日が1年間で44回になるよう、調整休日を設け、当校のカレンダー通りに授業及
び休日を実施。(当校指定のカレンダーは随時配布）
2 開講日内で、月謝制は指定の曜日時間のクラスを、チケット制は事前予約申込みしたクラスを、受講
できる。

＜月謝制＞
1
2

3
4

受講料・雑費は、有効期限の切れる前に、3ヶ月分前納すること。
3ヶ月以上休学の場合、事前に手続きを済ませれば、その間の受講料・雑費は免除となる。
3ヶ月未満の休みは、継続して受講料を納めなければならない。
休学期間は最長1年。以後は、再入学扱いで、入学金が必要になる。
所属クラスを欠席する時は、許可を得て、他のクラスで、振り替えレッスンを受けることができる。
（振替有効期限：欠席日から30日以内）

＜チケット制＞
1
2
3

チケットの有効期限は、購入日より1年間。
チケットの有効期限から１年間の在籍期間内は、チケットの購入で、いつでもレッスンを再開できる。
在籍期限（最終チケット購入日より２年間）が終了すると、授業再開時に再入学扱いになり、入学金
が必要。
4 予約したレッスンをやむをえない理由で、キャンセルする場合のキャンセル料は、かからない。

＜テキスト・材料・付属品＞
1 授業では、各科目指定のテキストを使用すること。
2 主材料の生地は、各自で準備し、その他指定材料（付属品・帽体・ブレード・バクラム）は、当校で
購入すること。
3 指定材料を持ち込み、授業を受ける時には、別途持ち込み料を支払うこと。

＜デザインの著作権について(通信講座受講生を含む全受講生適用）＞
1

教材テキスト・型紙・動画は、いずれもスダシャポーのオリジナルコンテンツであり、これらを他で
使用すること、転写・譲渡することは、出来ない。

2

教材型紙を使って、第三者に指導したり、制作した帽子を店舗・展示会・ＷＥＢサイト等で、ビジネ
スとして販売、発表することはできない。
(作品は、ご家族・ご友人のプレゼント等の範囲で活用ください。）

※中等科レベル以上の課題で自身制作のオリジナル型紙は、大いに活用し、活動されることを奨励して
いる。
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レッスン時の注意事項
みなさんが、満遍なく授業時間を有効に受講できるように、ご協力をお願いいたします。

１ 授業開始時間の30分前から、入室できます。
終了時間には、速やかに片付け、身の回りの掃除をして、15分以内に退室してください。
２ 材料は、授業の10分前より販売します。レッスンの始まる前に済ませるようにしてください。
３ 欠席・振替のお電話は、授業時間以外にお願いします。
４ 巡回式の個人指導になるので、質問の時は、名前を順番用紙に記入して、お待ちください。
５ 毎月１回各クラスで、３０分間の帽子研究会を行います。開催日は、通常の授業終了時間の
３０分前に制作を終え、研究会に出席できるように準備してください。

＜作品・道具・私物＞
･
･
･
･

制作途中の作品、道具など、私物は、一切お預かりできません。
返却された提出作品は、すみやかにお持ち帰りください。
生徒間で、各個人のオリジナル型紙の譲渡は、禁止しています。
貴重品等は、各自の責任で、管理して下さい。

＜教室内でのマナー＞

･ 学校内は、禁煙です。レッスン中のお茶・お水などの飲み物は可です。
･ 携帯電話は、マナーモードにして、通話・メール等はご遠慮ください。
･ 軽食をレッスン開始前に取る場合は、匂いする食べ物を避け、匂いがこもらないよう換気扇
を回して下さい。
･ 空き缶・ペットボトルは、水でゆすいで、ラベル・キャップを外して、リサイクル用ごみ箱
へ入れて下さい。
･ 皆さんが気持ちよく使えるように教室内の道具は必ず表示に従って、ご使用下さい。
通学及び授業中のけが等について、当校では責任保障をしておりませんのでご了承下さい。

切り取り線

スダシャポー学院 宛

規約同意書

私は、「スダシャポー学院規則書(P13)」と「レッスン時の注意事項(P14)」を
熟読し、同意の上、入学を申し込みます。
年

月

日

氏名
14

＜帽子の学校 スダシャポー学院 アクセス＞
交通路 メトロ丸の内線 「新大塚駅」下車 徒歩３分
Ｊ Ｒ 山手線 「大塚駅」 下車 徒歩10分
＜新大塚駅 出口 1 より＞ （池袋方面から、いらした場合）
１、

地上に出たら、階段の左側（大通りの向う側）に見える、
グレーのガラス貼りの「新大塚プラザビル」の方へ横断歩道を渡る。
２、 ビルの１Ｆの宝飾・時計店と、花屋の間の道を通り抜け、階段を下りた、正面。
（ビルの中を通り抜けた、ビル真後ろにあります）

＜新大塚駅 出口 2 より＞ （東京・銀座方面から、いらした場合）
１、 地上に出たら、登ってきた階段の裏側へ回る。
２、 洋品店「タマル屋」の方へ、横断歩道を渡る。
３、 横断歩道すぐ右横の、細道を入ると、５～６歩で、二股に分かれているので、
右の下り坂を下って７軒目。★帽子のウインドーが目印

＊稀に迷う方がありますので、新大塚駅から２～３分で着かない時は、お電話ください。

●住所

〒112-0012 東京都文京区大塚 5-11-8

帽子の学校

スダシャポー学院

ＴＥＬ 03（3941）0895
URL https：//www.sudahat21.com

ＨＰ

ＦＡＸ 03（3941）0930
Mail info＠sudahat21.com

メルマガ

より学びやすくなり、トライアルコースも増設！

通信講座の新システムリニューアルのご案内
2021年10月生より、本科コース初等科の課題24点が学べる通信講座を、動画サポートや
リモート指導を充実させ、新システムにリニューアルいたしました。
お一人、お一人にきめ細やかな指導対応させていただくため、新規募集は、毎月定員10名
とさせていただきます。☆ 受講申し込み毎月２０日締切、翌月の月初めからのスタート
です。
☆

プロ目線で「上達のコツ」を解説する「お役立ちメルマガ」を、受講期間中、タイム
リーにお届けします。

☆

受講生限定視聴可能な「帽子講座サポート動画」で、制作中につまずき易いポイント
を解説した手元動画を、何度でも繰り返してご覧になれます。
＜講座内容＞ レギュラーコース全24点 トライアルコース抜粋４点（Ａ-1～Ａ-4）

Ａ-1

Ｂ-1

Ｃ-1

Ｄ-1

Ｅ-1

Ｆ-1

Ａ-2

Ｂ-2

Ｃ-2

Ｄ-2

Ｅ-2

Ｆ-2

Ａ-3

Ｂ-3

Ｃ-3

Ｄ-3

Ｅ-3

Ｆ-3

Ａ-4

Ｂ-4

Ｃ-4

Ｄ-4

Ｅ-4

Ｆ-4

Ａ-1

ベレー型

帽子はベレーに始まり、ベレーに終わると言われます。さまざまな被り方
を楽しめる、シンプルなベレー帽からスタート。

Ａ-2

キャスケット型

ベレー帽に、前ツバを付けた形がキャスケット。ちょっとしたコツをつか
んで、前ツバや６枚接ぎをすっきり作りましょう。

Ａ-3

ターバン型

Ａ-4 クロッシェ型

ご年配のイメージがあるかもしれませんが、年齢を問わず、室内でかぶって
いられる優れもの。布選びを吟味すれば、カジュアルにも、オシャレな
パーティー仕様にも。
帽子と言うと思い浮かべやすい、ぐるりとツバのあるクロッシェ。
誰でも似合いやすく、夏の日差しも除け、お出かけを楽しく。
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～新システムによる通信講座

レギュラーコース～

通学コースの初等科と同様の24種類の帽子を、分かりやすいテキストと、実寸の型紙を使い、
ご自宅で作れるようになる講座です。（月４点制作で６ヶ月修了の目安）
制作だけでなく、手入れ方法、収納などの知識、他、オシャレに役立つ、マナー、被り方な
ども合わせて副読本で学べますので「作る・被る・楽しむ」帽子入門の総合講座としてお楽
しみください。
※最長１年間まで無料で延長できます。希望者はご相談下さい。
＜制作指導内容＞
1.質問受付 テキスト内容、制作上不明な点は電話やメール、ＦＡＸ等でお問い合わせ下さい。
（回数制限なし） 質問受付時間・・月～木13時～16時 月～水18時～21時

※当校指定の休校日を除く メール・ＦＡＸ返信は2日以内。
2.制作作品の細部の技術評価と、より完成度を高める指導 全6回 下記ＡＢＣより選べます。
A：本校での対面スクーリング（１回約20分）要事前予約。
日時は開講日内の時間でご相談下さい。
＊持参費・・・作品４・５点・スクーリングカード・筆記用具・次回のテキストと型紙
B：完成品を送付し講師の添削 作品に提出用紙を添えてお送りください。
講師が細部をチェックの上、指導コメントを書き入れ、１０日以内に返送します。

＊宅配料は、往復ご自身の負担になります。
C：☆ZOOMによるリモート指導 （約20分）
※ZOOM操作は、各自でご確認準備ください。

＜送付教材＞
1.課題制作テキスト２冊 2.制帽原則１冊 3.帽子の話１冊 ※2021.10月よりテキスト一新。
4.実寸型紙２４点 5.副読本「帽子何でもＱ＆Ａ」
6.主教材の表布２４作品分 7.付属品全て（裏地・芯地・サイズリボンなど）
※教材に材料付属品は全て揃っています。ミシン・裁縫道具・糸はご準備ください。

新システム・レギュラーコース通信講座

受講料全額

１２０，０００円 （税込１３２，０００円）
（テキスト教材費、動画閲覧料含む 一括払いのみ）
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～通信講座

トライアルコース～

通信講座レギュラーコース24点より、抜粋した基本の4型のみ作れるようになる通信講座
です。3ヶ月間のショートコースですが、レギュラーコース同様、付属の副読本で、手入
れ方法、収納などの知識他、オシャレに役立つ、マナー、被り方なども合わせて学べま
す。
4種類のデザインですが、ご自分やご家族のサイズに合わせて、四季折々、お好きな生
地を選んで作れるので、オシャレの幅が広がり、一層楽しくなります。
レギュラーコースの受講を迷っている方、通信講座は初めてで心配という方も、まずは気
軽に始められる3ヶ月間のトライアルコースで、楽しい帽子作りの世界を、お試しください。
※希望者には、特別延長制度あり（１ヶ月 無料）

☆レッスンの流れ・・・
① それぞれのデザインに適した表布と付属品(各1個分)・帽子の原則テキスト・実寸の型紙・
課題制作用テキスト・副読本（帽子活用Q&A）を受け取り、内容確認書を郵送、FAX、メールに添
付等で返送したらレッスンスタート。※ミシン・裁縫道具・糸はご準備ください。

② 自宅で制作し、分からない事は、質問受付時間内に電話で問い合わせや、メール・ＦＡＸ
等で確認。（回数制限なし） 質問受付時間・・月～木13時～16時 月～水18時～21時
※当校指定の休校日を除く メール・ＦＡＸ返信は2日以内。
③

完成品の制作上の勘違い、問題点の確認など、下記いずれかを選び、個人指導あり。全1回

A：本校での対面スクーリング（約20分）
B：完成品を送付し講師の添削（コメント記入によるアドバイス）
C：ZOOMによるリモート指導 （約20分）

＊トライアルコース受講後のレベルアップも可能
受講後、通信講座レギュラーコースへの編入、または、通学コースへの編入も可能です。
★

トライアルコース終了後、通信講座レギュラーコースへの編入は、3ヶ月以内のお手続きで、
99,000円（税込）、半年以内で、110,000円（税込）の追加料金で、さらに20点の新しいデ
ザインを学べます。
（テキスト・型紙・主材料・付属品・電話メール質問・スクーリング５回を含む）
・付属品一式含む）

通信講座トライアルコース

受講料全額

３５，０００円 （税込３８，５００円）
（テキスト教材費、動画閲覧料含む 一括払いのみ）
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☆「リニューアル祝い☆彡

帽子通信講座の特典」

①

お友達と「同時に入会」された場合、レギュラーコースの場合3000円相当、ト
ライアルコースの場合1000円相当の付属品（復習用に使えるサイズリボン・裏
布等）を、お二人にプレゼントいたします。※教材発送時に同封

②

本校で開催される、木型を使う帽体体験講座など（年6回程度開催）に使える、
通常価格より500円割引の受講パスポート（本人のみ有効・回数制限なし）1年
間有効。

③

研究生、卒業生の活動状況や、ちょっとためになる帽子の話題が読める、スダ
シャポーニュースを送付（季刊紙1年間）

④

一生使える！布帽子のアイロンがすっきり仕上がる「割台」を通常価格の1割
引きで購入可。

＜受講時に、ご自身で準備する裁縫道具＞
①

紙切ハサミ…型紙を切る用（１００均などで売っている物でも良い）

②

布切りハサミ…手の大きさに合うもの。※切れ味が悪くなるので紙は切らないこと。

③

糸切りハサミ…小さな握りハサミ。糸を切るのに便利。

④

アイロン…スチーム機能付きアイロンでなくても良い.（その場合は霧吹きも準備）

⑤

待ち針…細すぎず、太すぎない、頭に丸いビーズがついている物が使いやすい

⑥

縫い針…色々なサイズがセットになっている物が便利。
厚いところも縫うので「中ぐけ（針のサイズの名称）」もあると良い。

⑦メジャー
⑧１５ｃｍ～３０㎝程度の（短い距離の確認しやすい）定規
⑨チャコ（ペンシルタイプとパウダータイプがあると便利だが、なければ他の物でも良い）
⑩手縫い糸 太さは３０番細口の黒（櫛付け用）、その他必要に応じて布の色に合わせる。
⑪仕付け糸 （仮縫いをする時に使う）
⑫ミシン用色糸 太さは６０番（布の色に合わせて少し濃いめの色を選ぶ）

※

割り台 必須ではないがカーブのアイロンかけに便利。（特典割引購入可・受講時に紹介）

＜ミシンについて＞
足ふみミシンは帽子に適しているが、初心者にはペダルを踏めばすぐ縫える電動ミシンがお勧め。
（ボタンを手で押すものはできれば避ける）。職業用でメーカーはジューキ、ブラザー、ジャノ
メなどは機能が安定している。教室ではブラザーの「ヌーベル」のシリ―ズのミシンを使用。帽
子の最後のリボンを付けたり、ブリム（つば）を付けるだけことに関しては、フリーアーム（台
が筒状になるように外せるタイプ）ミシンも便利。

＊お裁縫初心者に参考になる、市販本一例・・・世界文化社 お裁縫の基本。
本以外でも、ネットで無料解説紹介をしているサイトもあるので、調べてみるのも良い。
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＊ 通信講座規約（レギュラーコース・トライアルコース共通） ＊
①

1度納入した受講料は、いかなる理由でも、期間の移動・延長・返金等はできない。

②

教材テキスト・型紙・フォローアップ動画やメールは、いずれもスダシャポーのオリジ
ナルコンテンツであり、これらを他で使用すること、転写・譲渡することは、出来ない。

③ 教材型紙を使って、第三者に指導したり、制作した帽子を店舗・展示会・ＷＥＢサイト、
イベント等で、ビジネスとして販売、発表することはできない。
(作品は、ご家族・ご友人のプレゼント等の範囲で活用ください。）

☆お申し込みの流れ・・・
①定員制です。まずはお電話かメールでご確認の上、お申し込み下さい。＊連絡先、下記に記載
②上記「通信講座規約」に同意の上、記入済願書をメールに添付、又は郵送にてお送りください。
③受講料のお支払い（振込み手数料は、ご負担ください。）

●レギュラーコース受講費用 ￥132,000（税込）／トライアルコース受講費用 ￥38,500（税込）

＜銀行振込＞
三菱UFJ銀行
大塚支店
普通口座：No,０１３１９０８
口座名義：スダシャポー学院 須田京子
（スダシャポーガクイン スダキョウコ）

☆お振込みは願書提出後5日以内にお願いいたします。期限を過ぎると、申込キャンセルとして
扱わせていただく可能性があります。ご入金確認後、教材セットは講座スタート前月下旬に配送
いたします。
帽子の学校スダシャポー学院
〒121-0012 東京都文京区大塚5-11-8
TEL : 03-3941-0895
FAX:03-3941-0930 mail: kyoko@sudahat21.com

********************************** 切り取り **********************************

帽子通信講座願書 レギュラー／トライアル 帽子の学校
ふりがな

願書提出日

氏名

年

住所 〒

あなたの誕生日

連
絡
先

職業

A.携帯電話

C.携帯メール

B.自宅電話

D.ＰＣメール

この講座を何で知りましたか (

お支払日

スダシャポー学院

月

日 / 銀行振込

月

日
月

日

)

★通信講座規約に同意します。
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