
●教材オーダーFAXとその確認
●在庫状況確認
●不良品、破損品があったとき
●納品不足があったとき
●発送日の確認
●その他、受注・配送に関するお問合せ

㈱日本ヴォーグ社 カスタマーセンター（受注センター）
 オーダー専用FAX A0120-921-087
 送信確認TEL A0120-048-733
 在庫確認・お問合せ A0120-166-861
※受付時間9：00～17：00（土・日・祝日、夏季休業・年末年始を除く）

●郵便での教材オーダー宛先
●住所、TELなど、登録内容の変更
●ライセンスの変更（ホワイトからグリーン）
●教材代金引き落としに関するお問合せ
●年会費に関するお問合せ
●休会、退会の手続きについて
●委託教材お買い上げのご連絡

㈱日本ヴォーグ社 カスタマー本部 カスタマーセンター

A0120-247-879
〒164-8705
東京都中野区弥生町5-6-11 3F

※受付時間9：30～17：30（土・日・祝日、夏季休業・年末年始を除く）

●活動全般に関するお問合せ
●技術・技法に関するお問合せ
●登録申請の手続きについて
●電気炉の修理・故障に関するお問合せ

●電気炉のご注文

私ども株式会社日本ヴォーグ社は、－ハンドメイドでHappyライフを－を信条に、 手づくりのもたらす価値を提唱し、お客様の
より豊かで楽しい生活（Quality of Life）に貢献していきます。
社内外における業務上知り得た個人情報については、 お客様ならびに社会に貢献するという企業理念のもと、 ハンドメイド
事業における商品・サービスの提供、 関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報の提供を目的に、適切に
保護・運用して参ります。 お客様の個人情報は、社会公共の利益を優先する場合を除き、 第三者へ情報提供することは
ございません。
但し、教育事業における関連会社（グループリーダー・エリアディレクター）、グループ会社である株式会社ヴォーグ学園、株式
会社NVロジテック、友好団体である公益財団法人日本手芸普及協会ならびに特定非営利活動法人マイWayとは、ハンドメ
イド事業の共同推進および情報伝達を目的に、 住所・氏名・メールアドレスなどの個人情報の共同利用を行うことがあります。
お客様の要請による個人情報の開示・削除・変更につきましては、 ご本人様であることを確認させていただいた上で、お客
様窓口で応待させていただきます。

個人情報保護について －PRIVACY POLICY－

お問合せ内容によってお問合せ先が異なります。ご確認の上、ご連絡くださいますようお願いいたします。

お問合せ一覧

㈱日本ヴォーグ社カスタマーセンター（受注センター）
 オーダー専用FAX A0120-923-147
 送信確認TEL A0120-933-690
※受付時間9：00～17：00（日・祝日、夏季休業・年末年始を除く）

2020年9月（T）

株式会社日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会
ポーセラーツ倶楽部本部事務局

ポー セラーツ 倶 楽 部
会 員 活 動 ガイド

－Porcelarts Membership Activity Guide－

この活動ガイドは、ポーセラーツ倶楽部の

会員として活動していただく際の手引きです。

ポーセラーツ倶楽部会員としての

活動にお役立てください。

※受付時間9：30～17：30（土・日・祝日、夏季休業・年末年始を除く）

㈱日本ヴォーグ社  日本キルンアート協会本部事務局

A0120-097-684

*B521*
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日本キルンアート協会は、㈱日本ヴォーグ社が運営する会員組織です。
ポーセラーツ倶楽部は、日本キルンアート協会の中の会員組織の一つです。

会員制会員 資格認定者の会
（年会費 ￥4,000＋税／DM発送不要の方 ￥3,000＋税）

●チャイナペイント講師

●有田絵付け（上絵付・染付）講師

●レースドール講師 他

㈱日本ヴォーグ社が提唱する生涯学習として自由な発想で楽しむ磁器上絵付けの総称です。
ポーセラーツは転写紙や上絵の具、装飾技法を使い、生涯学習として自由に磁器上絵付けが楽しめる実用性の高いクラ
フトです。お子様からお年寄りまで幅広い年齢層の方が楽しめ、手軽な作品から本格的で奥深い作品を仕上げることも
できます。また、基本技術を学び、好みの技法の組合わせによりオリジナルの世界を無限に表現することができます。

【Porcelarts（ポーセラーツ）】はporcelain（磁器）とart（芸術）を組み合わせた造語で、㈱日本ヴォーグ社の登録商標
です。

ポーセラーツ倶楽部は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会が運営するポーセラーツを文化・芸術として普及すること
を目的とした会員組織です。
ポーセラーツ倶楽部会員とは会員・会則および制度を理解するとともに、規定のカリキュラムにおける技術・技法を修得し、
その内容を正しく指導・伝達できる人のことを指します。
認定資格は、「ポーセラーツメンバー」「ポーセラーツインストラクター（ホワイトライセンス）」「ポーセラーツインストラクター（グ
リーンライセンス）」の3種があり、それぞれ特典・サービス、活動範囲が異なります。

ポーセラーツとは

ポーセラーツ倶楽部会員とは

ポーセラーツ倶楽部 ガラスフュージング倶楽部

●ポーセラーツ倶楽部会員

ポーセラーツメンバー

ポーセラーツインストラクター
（グリーンライセンス、ホワイトライセンス）

●白磁ペイント会員

白磁ペイントメンバー

白磁ペイント専科講師

●ガラスフュージング倶楽部会員

ガラスフュージング講師

ガラスフュージングアドバンス講師

通信販売会員

日本キルンアート協会（運営：㈱日本ヴォーグ社）

（年会費 ￥2,500＋税／DM発送不要の方 ￥2,000＋税）

キルンアートプレミアム会員
キルンアートプレミアム生徒会員

（年会費 なし）
一般会員

・キルンアート関連の講座・教室の運営
・キルンアート関連の材料・道具の販売

Studio KILN ART

講師資格認定者

エリアディレクター
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㈱日本ヴォーグ社が提唱する生涯学習として自由な発想で楽しむ磁器上絵付けの総称です。
ポーセラーツは転写紙や上絵の具、装飾技法を使い、生涯学習として自由に磁器上絵付けが楽しめる実用性の高いクラ
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できます。また、基本技術を学び、好みの技法の組合わせによりオリジナルの世界を無限に表現することができます。

【Porcelarts（ポーセラーツ）】はporcelain（磁器）とart（芸術）を組み合わせた造語で、㈱日本ヴォーグ社の登録商標
です。

ポーセラーツ倶楽部は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会が運営するポーセラーツを文化・芸術として普及すること
を目的とした会員組織です。
ポーセラーツ倶楽部会員とは会員・会則および制度を理解するとともに、規定のカリキュラムにおける技術・技法を修得し、
その内容を正しく指導・伝達できる人のことを指します。
認定資格は、「ポーセラーツメンバー」「ポーセラーツインストラクター（ホワイトライセンス）」「ポーセラーツインストラクター（グ
リーンライセンス）」の3種があり、それぞれ特典・サービス、活動範囲が異なります。

ポーセラーツとは

ポーセラーツ倶楽部会員とは

ポーセラーツ倶楽部 ガラスフュージング倶楽部

●ポーセラーツ倶楽部会員

ポーセラーツメンバー

ポーセラーツインストラクター
（グリーンライセンス、ホワイトライセンス）

●白磁ペイント会員

白磁ペイントメンバー

白磁ペイント専科講師

●ガラスフュージング倶楽部会員

ガラスフュージング講師

ガラスフュージングアドバンス講師

通信販売会員

日本キルンアート協会（運営：㈱日本ヴォーグ社）

（年会費 ￥2,500＋税／DM発送不要の方 ￥2,000＋税）

キルンアートプレミアム会員
キルンアートプレミアム生徒会員

（年会費 なし）
一般会員

・キルンアート関連の講座・教室の運営
・キルンアート関連の材料・道具の販売

Studio KILN ART

講師資格認定者

エリアディレクター



4 5

ポーセラーツ倶楽部 会員・会則

会員とは会員資格登録をし、年会費を納められた方とします。

年会費は（期間は2月1日～翌年1月31日）4,000円＋税（DMの発送不要の方：3,000円＋税）となります。但し、入会初年度は
年会費が免除となります。
※入会金はありません。

会員は地域のエリアディレクターに所属します。尚、会員の所属エリアディレクターの変更については、申請内容により協
議の上決定します。

会員は当会規定のカリキュラムおよびその内容に沿った技術・技法を指導することができます。
⑴会員資格の登録申請が可能な会員は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会へ当会規定のカリキュラムを修了した

生徒さんの会員資格の登録申請をすることができます。
⑵会員資格の登録については、定められた基準・規定の書類により、会員資格の登録申請をしてください。
⑶会員資格の登録とは、当会規定のカリキュラムにおける技術・技法を修得したことを認めるものです。高度な技術などに

関しては、会員対象の研修会を受講し学習してください。

ポーセラーツ倶楽部は文化活動を楽しむ会です。
サロン（教室）での生徒さんとのコミュニケーションを良好にし、楽しいサロン（教室）作りを心掛けてください。サロン（教室）の
規約や教材代金、レッスン料、その他の費用については、生徒さんに必ずお伝えし、相互が理解の上、ご指導ください。
また、生徒さんの個人情報およびカリキュラムチェックシートは生徒さんの所有物となります。取り扱いには十分ご注意ください。
尚、サロン（教室）内で生じた個人的なトラブルなどに関しましては、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会は介在をいた
しません。

会員は㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部の専用教材で指導してください。

専用教材は定められた方法で、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会から購入できます。
⑴会員は、教材を会員価格で購入できます。
⑵研修会会場などでの購入の場合は、購入価格が異なることがあります。
⑶購入単位は経済的安定性と運営の健全性を考慮して、最小単位を設定しております。
⑷1ヶ月の購入限度額は50万円＋税です。但し、申し出により活動状況に応じた限度額の設定が可能です。
⑸発送手数料は、1回の注文につき1,000円＋税です。但し、一度の注文が転写紙のみの場合および一部指定の教材の

みの場合、発送手数料は500円＋税となります。
⑹会員は入会時に、銀行またはゆうちょ銀行などの口座自動引き落し支払いの手続きを行ってください。支払い手数料は

㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の負担となります。
⑺購入代金は、当月末日で締め切り、振替のお知らせをお送りした後に、金融機関（ゆうちょ銀行以外）は翌月27日、ゆう

ちょ銀行は翌々月1日（休日の場合は翌営業日）に引き落しとなります。

ポーセラーツインストラクター（グリーンライセンス）資格取得者には売上割戻金制度が適用されます。
⑴指導インストラクター【A】とその卒業会員【B】との間には、売上割戻金の関係が自動的に結ばれます。但し、会員【B】の

普及・指導・教材購入に関して、その独立性は重視されます。この関係は【A】と【B】の１代限りです。
⑵上記8条⑴項の売上割戻金については、卒業会員【B】の教材購入金額の5％を年2回、指導インストラクター【A】にお

支払いいたします。
⑶売上割戻金は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会より直接教材を購入した場合のみ対象となります。

技術・デザイン・新教材などの研修会は有料で開催されます。研修会は各主催者よりご案内いたします。

活動に必要な情報は㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会からDMやWEBサイトなどでご案内いたしますので必ず
ご確認ください。

会員が開催または参加する作品展・催し物には、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会またはエリアディレクターから
内容に応じて援助がありますので、お問い合わせください。（すべてのご要望にはお応えできないことをあらかじめご了
承ください）

会員の権利と義務は日本国内を基本とします。会員特典は国内のみ有効です。

会員資格喪失と停止について
⑴休会の場合：毎年１１月末日までの申し出により、3年連続まで休会が認められます。3年以上連続休会の場合は会員資

格は喪失となります。また、申し出がなく年会費未納の場合は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により資
格喪失といたします。

⑵教材購入代金のお支払いが2ヶ月連続して不可能な場合は、会員資格を一時停止させていただきます。
⑶本会則に著しく反する行為や、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部とその会員の名誉を

傷つける行為があった場合は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により無条件で退会していただきます。
その他、下記の事項を含め㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会が判断した場合は、会員資格と権利をすべて停止
あるいは喪失とさせていただきます。

⑷許可なくポーセラーツ倶楽部事業ならびに類似する事業、または企業を運営する者、これに従事する者は、㈱日本
ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により無条件で退会していただきます。

⑸また上記13条⑷項を運営する他の企業や団体に協力する者も、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により
無条件で退会していただきます。

⑹上記の理由により、休会・会員資格停止ならびに喪失の場合は、教材取引停止や売上割戻金の支払いを中止させて
いただきます。

退会については、ご自身の希望により書面をもって受け付けます。年会費の返金はいたしません。

会員個人が制作したオリジナルの作品を販売することは、個人の責任において自由です。但し、デザイナーズ転写紙
およびキャラクター転写紙においてはこの限りではありません。

㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部の名声・技術性・芸術性が損なわれる行為があった
場合には、予告期間をもって中止していただきます。

会則は変更されることがありますので、ご了承ください。変更になった場合は必ずお知らせいたします。

本書面の受領日より20日間以内は、書面をもって会員契約を解除することができます。

㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会
ポーセラーツ倶楽部本部事務局

2020年9月1日改定
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ポーセラーツ倶楽部 会員・会則

会員とは会員資格登録をし、年会費を納められた方とします。

年会費は（期間は2月1日～翌年1月31日）4,000円＋税（DMの発送不要の方：3,000円＋税）となります。但し、入会初年度は
年会費が免除となります。
※入会金はありません。

会員は地域のエリアディレクターに所属します。尚、会員の所属エリアディレクターの変更については、申請内容により協
議の上決定します。

会員は当会規定のカリキュラムおよびその内容に沿った技術・技法を指導することができます。
⑴会員資格の登録申請が可能な会員は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会へ当会規定のカリキュラムを修了した

生徒さんの会員資格の登録申請をすることができます。
⑵会員資格の登録については、定められた基準・規定の書類により、会員資格の登録申請をしてください。
⑶会員資格の登録とは、当会規定のカリキュラムにおける技術・技法を修得したことを認めるものです。高度な技術などに

関しては、会員対象の研修会を受講し学習してください。

ポーセラーツ倶楽部は文化活動を楽しむ会です。
サロン（教室）での生徒さんとのコミュニケーションを良好にし、楽しいサロン（教室）作りを心掛けてください。サロン（教室）の
規約や教材代金、レッスン料、その他の費用については、生徒さんに必ずお伝えし、相互が理解の上、ご指導ください。
また、生徒さんの個人情報およびカリキュラムチェックシートは生徒さんの所有物となります。取り扱いには十分ご注意ください。
尚、サロン（教室）内で生じた個人的なトラブルなどに関しましては、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会は介在をいた
しません。

会員は㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部の専用教材で指導してください。

専用教材は定められた方法で、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会から購入できます。
⑴会員は、教材を会員価格で購入できます。
⑵研修会会場などでの購入の場合は、購入価格が異なることがあります。
⑶購入単位は経済的安定性と運営の健全性を考慮して、最小単位を設定しております。
⑷1ヶ月の購入限度額は50万円＋税です。但し、申し出により活動状況に応じた限度額の設定が可能です。
⑸発送手数料は、1回の注文につき1,000円＋税です。但し、一度の注文が転写紙のみの場合および一部指定の教材の

みの場合、発送手数料は500円＋税となります。
⑹会員は入会時に、銀行またはゆうちょ銀行などの口座自動引き落し支払いの手続きを行ってください。支払い手数料は

㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の負担となります。
⑺購入代金は、当月末日で締め切り、振替のお知らせをお送りした後に、金融機関（ゆうちょ銀行以外）は翌月27日、ゆう

ちょ銀行は翌々月1日（休日の場合は翌営業日）に引き落しとなります。

ポーセラーツインストラクター（グリーンライセンス）資格取得者には売上割戻金制度が適用されます。
⑴指導インストラクター【A】とその卒業会員【B】との間には、売上割戻金の関係が自動的に結ばれます。但し、会員【B】の

普及・指導・教材購入に関して、その独立性は重視されます。この関係は【A】と【B】の１代限りです。
⑵上記8条⑴項の売上割戻金については、卒業会員【B】の教材購入金額の5％を年2回、指導インストラクター【A】にお

支払いいたします。
⑶売上割戻金は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会より直接教材を購入した場合のみ対象となります。

技術・デザイン・新教材などの研修会は有料で開催されます。研修会は各主催者よりご案内いたします。

活動に必要な情報は㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会からDMやWEBサイトなどでご案内いたしますので必ず
ご確認ください。

会員が開催または参加する作品展・催し物には、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会またはエリアディレクターから
内容に応じて援助がありますので、お問い合わせください。（すべてのご要望にはお応えできないことをあらかじめご了
承ください）

会員の権利と義務は日本国内を基本とします。会員特典は国内のみ有効です。

会員資格喪失と停止について
⑴休会の場合：毎年１１月末日までの申し出により、3年連続まで休会が認められます。3年以上連続休会の場合は会員資

格は喪失となります。また、申し出がなく年会費未納の場合は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により資
格喪失といたします。

⑵教材購入代金のお支払いが2ヶ月連続して不可能な場合は、会員資格を一時停止させていただきます。
⑶本会則に著しく反する行為や、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部とその会員の名誉を

傷つける行為があった場合は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により無条件で退会していただきます。
その他、下記の事項を含め㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会が判断した場合は、会員資格と権利をすべて停止
あるいは喪失とさせていただきます。

⑷許可なくポーセラーツ倶楽部事業ならびに類似する事業、または企業を運営する者、これに従事する者は、㈱日本
ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により無条件で退会していただきます。

⑸また上記13条⑷項を運営する他の企業や団体に協力する者も、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により
無条件で退会していただきます。

⑹上記の理由により、休会・会員資格停止ならびに喪失の場合は、教材取引停止や売上割戻金の支払いを中止させて
いただきます。

退会については、ご自身の希望により書面をもって受け付けます。年会費の返金はいたしません。

会員個人が制作したオリジナルの作品を販売することは、個人の責任において自由です。但し、デザイナーズ転写紙
およびキャラクター転写紙においてはこの限りではありません。

㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部の名声・技術性・芸術性が損なわれる行為があった
場合には、予告期間をもって中止していただきます。

会則は変更されることがありますので、ご了承ください。変更になった場合は必ずお知らせいたします。

本書面の受領日より20日間以内は、書面をもって会員契約を解除することができます。

㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会
ポーセラーツ倶楽部本部事務局

2020年9月1日改定
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ポーセラーツ倶楽部 会員制度のしくみ 会員資格の概要および活動範囲について

ポーセラーツ倶楽部規定のカリキュラムを修了し、会員資格の登録申請により、各会員資格が取得できま
す。各会員資格取得後は、カリキュラムの指導ができ、各会員特典・サービスをご利用いただけます。

◆ポーセラーツ倶楽部のインストラクター資格取得カリキュラムは「インストラクターカリキュラム【転写紙コース】」
（以下 【転写紙コース】）と「インストラクターカリキュラム【上絵の具・装飾コース】」（以下 【上絵の具・装飾
コース】）の2段階となっています。

◆それぞれのカリキュラム修了時点で会員資格の登録申請をしていただきます。
◆カリキュラムの指導の際は、各コースに沿った「テキスト」および「カリキュラムチェックシート」を使用していただきます。

資格取得条件

焼成環境（電気炉所有）
登録申請料
年会費

カリキュラムの指導

生徒さんの資格登録申請

体験会・ワークショップな
どカリキュラム以外の指導

作品販売

教材購入

教材購入時のポイント付与
売上割戻金
ＤＭの送付

ポーセラーツインストラクターポーセラーツメンバー
ホワイトライセンス

問わない
￥10,000＋税

￥4,000＋税（DM発送不要の方：￥3,000+税）

※【転写紙コース】の内容に限る

ポーセラーツメンバー資格

できる

5%
なし

あり（発送不要の申請可）

グリーンライセンス

あり

ポーセラーツメンバー資格
およびインストラクター資格

できる

できる

5%
あり

あり（発送不要の申請可）

なし

ポーセラーツメンバー資格

できる

できる

5%
なし

あり（発送不要の申請可）

ポーセラーツメンバー資格取得後
【上絵の具・装飾コース】修了

￥20,000＋税
￥4,000＋税（DM発送不要の方：￥3,000+税）

【転写紙コース】修了

会員価格（～30%割引）
※ポーセラーツ倶楽部取り扱いの全教材の購入可

できる
※【転写紙コース】の技術・技法の

範囲に限る

会員価格（～20％割引）
※ポーセラーツ倶楽部取り扱いの全転

写紙および一般販売教材の購入可

※【転写紙コース】および【上絵の具・装飾コース】の内容

※【上絵の具・装飾コース】は【転写紙コース】修了後に指導してください。【上絵の具・装飾コース】からの指導または
【上絵の具・装飾コース】のみの指導はできません。

※各コースのカリキュラムは順序立てて組まれています。基本的にはレッスン1から順に指導していただくことが望まし
いですが、例えば、各コースの「レッスン1 色見本制作」は何回かに分け、次のレッスンを進めながら並行して作業を
するなど、生徒さんのモチベーションが下がらないように工夫して進行してください。

※各レッスンは焼成ごとに1回目、2回目と表記していますが、レッスンの回数とは異なります。サロン（教室）のレッスン日・
時間を考慮し、効率的なスケジュールで指導してください。

【転写紙コース】
を指導

ポーセラーツ
メンバー資格取得

【上絵の具・装飾コース】
を指導

（生徒さんが）

【転写紙コース】修了後、指導会員より
「ポーセラーツメンバー資格」登録申請

【上絵の具・装飾コース】修了後、指導会員より
「ポーセラーツインストラクター資格」登録申請 

※カリキュラムの指導では、生徒さんが制作した作品の焼成はもちろん、焼成についての指導も行っていだだきます。指導
の際は、焼成環境（電気炉の所有または焼成依頼先）を整えてください。
会員資格の登録申請の際に焼成環境の情報も申請（記載）していただきます。

※電気炉を所有した場合は、申し出によりホワイトライセンスからグリーンライセンスへの資格変更ができます。資格変更の
費用はかかりません。

※会員資格登録の条件として、ポーセラーツインストラクター（グリーンライセンス）は18歳以上、ポーセラーツインストラク
ター（ホワイトライセンス）およびポーセラーツメンバーは15歳以上とします。
但し、ポーセラーツインストラクター（ホワイトライセンス）およびポーセラーツメンバーは15歳未満であっても親権者の承諾
があり、申請していただく口座の名義が親権者であれば会員資格登録ができます。

※DMの発送が不要な方は、年度ごとに申請ができます。

◆生徒さんとのコミュニケーションを良好にし、楽しいサロン（教室）作りを心掛けてください。
◆サロン（教室）の規約や教材代金、レッスン料、その他の費用については、生徒さんに必ずお伝えし、相互が理解の上、

ご指導ください。また、生徒さんの個人情報およびカリキュラムチェックシートは生徒さんの所有物となります。管理・取り
扱いには十分ご注意ください。

◆指導の際は、カリキュラム内容に沿った技術・技法を指導してください。また、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会お
よびポーセラーツ倶楽部の専用教材で指導してください。生徒さんへの教材販売はカタログ価格を推奨します。

◆カリキュラムの指導の際は、指定の「テキスト」および「チェックシート」を使用してください。
◆資格取得希望者には本書「ポーセラーツ倶楽部 会員活動ガイド」の内容をお伝えください。
◆レッスン料（受講料）、焼成代金、その他の費用（作品送付料など）は、社会的常識の範囲で設定してください。

※【転写紙コース】（10課題）修了 ➡ ポーセラーツメンバー資格を取得できます。
※【上絵の具・装飾コース】（14課題）修了 ➡ ポーセラーツインストラクター資格を取得できます。
  （グリーンライセンスまたはホワイトライセンス）

【転写紙コース】の指導 【上絵の具・装飾コース】の指導

【転写紙コース】
テキスト

ポーセラーツメンバー会員登録申請セット

【転写紙コース】
チェックシート

ポーセラーツインストラクターカリキュラム ポーセラーツインストラクターカリキュラム

ポーセラーツインストラクター会員登録申請セット

会員は下記の流れで生徒さんにカリキュラムを指導し、指導会員が生徒さんの会員資格の登録申請を行ってください。

【上絵の具・装飾コース】
テキスト

【上絵の具・装飾コース】
チェックシート

サロン（教室）の開講・指導にあたって　

焼成環境（電気炉所有）あり
（生徒さんが）

グリーンライセンス
資格取得

焼成環境（電気炉所有）なし
（生徒さんが）

ホワイトライセンス
資格取得

カリキュラムの指導および会員資格の登録申請の流れ

ポーセラーツ倶楽部は文化活動を楽しむ会です

￥3,000＋税
B511教材番号

￥2,000＋税
B512教材番号

￥3,000＋税
B516教材番号

￥2,000＋税
B517教材番号

B515 会員登録申請料 ￥10,000＋税教材番号 B520 会員登録申請料 ￥20,000＋税教材番号

ポーセラーツインストラクター

6
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ポーセラーツ倶楽部 会員制度のしくみ 会員資格の概要および活動範囲について

ポーセラーツ倶楽部規定のカリキュラムを修了し、会員資格の登録申請により、各会員資格が取得できま
す。各会員資格取得後は、カリキュラムの指導ができ、各会員特典・サービスをご利用いただけます。

◆ポーセラーツ倶楽部のインストラクター資格取得カリキュラムは「インストラクターカリキュラム【転写紙コース】」
（以下 【転写紙コース】）と「インストラクターカリキュラム【上絵の具・装飾コース】」（以下 【上絵の具・装飾
コース】）の2段階となっています。

◆それぞれのカリキュラム修了時点で会員資格の登録申請をしていただきます。
◆カリキュラムの指導の際は、各コースに沿った「テキスト」および「カリキュラムチェックシート」を使用していただきます。

資格取得条件

焼成環境（電気炉所有）
登録申請料
年会費

カリキュラムの指導

生徒さんの資格登録申請

体験会・ワークショップな
どカリキュラム以外の指導

作品販売

教材購入

教材購入時のポイント付与
売上割戻金
ＤＭの送付

ポーセラーツインストラクターポーセラーツメンバー
ホワイトライセンス

問わない
￥10,000＋税

￥4,000＋税（DM発送不要の方：￥3,000+税）

※【転写紙コース】の内容に限る

ポーセラーツメンバー資格

できる

5%
なし

あり（発送不要の申請可）

グリーンライセンス

あり

ポーセラーツメンバー資格
およびインストラクター資格

できる

できる

5%
あり

あり（発送不要の申請可）

なし

ポーセラーツメンバー資格

できる

できる

5%
なし

あり（発送不要の申請可）

ポーセラーツメンバー資格取得後
【上絵の具・装飾コース】修了

￥20,000＋税
￥4,000＋税（DM発送不要の方：￥3,000+税）

【転写紙コース】修了

会員価格（～30%割引）
※ポーセラーツ倶楽部取り扱いの全教材の購入可

できる
※【転写紙コース】の技術・技法の

範囲に限る

会員価格（～20％割引）
※ポーセラーツ倶楽部取り扱いの全転

写紙および一般販売教材の購入可

※【転写紙コース】および【上絵の具・装飾コース】の内容

※【上絵の具・装飾コース】は【転写紙コース】修了後に指導してください。【上絵の具・装飾コース】からの指導または
【上絵の具・装飾コース】のみの指導はできません。

※各コースのカリキュラムは順序立てて組まれています。基本的にはレッスン1から順に指導していただくことが望まし
いですが、例えば、各コースの「レッスン1 色見本制作」は何回かに分け、次のレッスンを進めながら並行して作業を
するなど、生徒さんのモチベーションが下がらないように工夫して進行してください。

※各レッスンは焼成ごとに1回目、2回目と表記していますが、レッスンの回数とは異なります。サロン（教室）のレッスン日・
時間を考慮し、効率的なスケジュールで指導してください。

【転写紙コース】
を指導

ポーセラーツ
メンバー資格取得

【上絵の具・装飾コース】
を指導

（生徒さんが）
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B511教材番号

￥2,000＋税
B512教材番号

￥3,000＋税
B516教材番号

￥2,000＋税
B517教材番号

B515 会員登録申請料 ￥10,000＋税教材番号 B520 会員登録申請料 ￥20,000＋税教材番号

ポーセラーツインストラクター

6
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会員資格の登録申請について

各会員資格の登録申請が可能な会員は、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会へ規定のカリキュラム
を修得した生徒さんの会員資格の登録申請をすることができます。

日本キルンアート協会「会員カード」について

ポーセラーツメンバー資格登録後に認定証などとあわせて「日本キルンアート協会 会員カード」をお送りいたします。
日本キルンアート協会会員制会員共通のカードとなります。裏面に会員番号・氏名・取得資格をご記入いただき、携帯用
としてご利用ください。

日本キルンアート協会公式WEBサイト「KilnArt」について

ポーセラーツをはじめとしたキルンアート関連のさまざまな情報をご紹介している日本キルンアート協会の公式WEBサイトです。
ポーセラーツ倶楽部会員の方は、日本キルンアート協会で販売している商品（教材）をWEBサイトから会員割引価格で
ご注文いただける他、ご自身のサロン情報やイベント情報、作品も投稿できるなど皆さまの活動をサポートしています。

上記の各会員資格登録申請の手順は、2019年9月からの新カリキュラムの場合です。
旧カリキュラムでの指導およびインストラクター登録申請の手順につきましては、変更はございません。
旧カリキュラムでの指導およびインストラクター登録申請の際はご注意くださいますようお願いいたします。
旧カリキュラムでのインストラクター登録申請は、2022年1月20日までの受付となります。

表

サイトご利用の際は、サイトへの
会員登録が必要です。

ご利用の際は、WEBサイト内の
「ご利用ガイド」をご確認ください。

※サンプル画像のため実際の画像と異なります。

●会員資格の登録申請は会員資格登録希望者（生徒さん）の意思によるものとします
●会員資格の登録希望者（生徒さん）が規定のカリキュラム内容（カリキュラムチェックシート一式の内容）をすべて修了し

ていること

指導者が通常の注文方法で「各資格の登録申請セット」を注文してください。
●ポーセラーツメンバー会員登録申請セット（教材番号 B515）
●ポーセラーツインストラクター会員登録申請セット（教材番号 B520）

会員資格登録希望者（生徒さん）に上記の書類をお渡しください。
※ポーセラーツ倶楽部 会員・会則や特典などをお伝えください。
　（本書「ポーセラーツ倶楽部 会員活動ガイド」に記載の内容）

会員登録申請料を会員資格登録希望者（生徒さん）より受け取ってください。
●ポーセラーツメンバー会員登録申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・登録申請料　￥10,000＋税
●ポーセラーツインストラクター会員登録申請・・・・・・・・登録申請料　￥20,000＋税

※「各資格の登録申請セット」をご注文の際の引き落し金額は上記金額の半額となります。
※会員資格登録希望者より受け取った登録申請料との差額は指導会員がお収めください。

資格の認定証および必要書類を指導会員にお届けいたします。
●ご提出いただいた「カリキュラムチェックシート一式」もあわせてお送りします。
●認定証と必要書類が届きましたら、会員登録希望者（生徒さん）にお渡しください。

※書類到着から約１ヶ月を目安にお届けいたします。
※会員登録が完了した時点で会員特典・サービスを受けることができます。

会員資格登録希望者（生徒さん）に必要書類を全てご記入いただき、
「カリキュラムチェックシート一式（完成したもの）」とあわせて受け取り、下記送付先までご送付ください。

書類送付先
㈱ 日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会
ポーセラーツ倶楽部会員登録 係　
〒164-8705　東京都中野区弥生町 5-6-11　3F／　A 0120-097-684

１
手順

2
手順

3
手順

4
手順

5
手順

ご注意ください

ポーセラーツメンバー

ポーセラーツインストラクター

グリーンライセンス

ホワイトライセンス

白磁ペイントメンバー

白磁ペイント専科講師

ガラスフュージング講師

ガラスフュージング
アドバンス講師

●カテゴリー検索やフリーワード
検索ができます。

●商品（教材）の写真・詳細も
　掲載されています。

ご注文も便利にご利用いただけます

●マイページでご自身の情報が
確認できます。

●お気に入りの商品（教材）登録
ができます。

●ご自身で会員番号、お名前をご記入ください。

●取得された資格にご自身で□✓印をお付けください。

ご自身の情報をいつでも確認できます

●サロン情報やイベント情報を簡
単に投稿できます。

●作品ギャラリーへ作品を投稿
できます。

ご自身のPRにご活用いただけます

日本キルンアート協会 会員カード
会員資格の登録申請条件

登録申請の手順 （ポーセラーツメンバーおよびポーセラーツインストラクターの登録申請の手順は同様です。）

裏

https://www.kilnart.jp/URL
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会員の教材購入・ポイント制度について

教材のご注文について

ポーセラーツ倶楽部会員は、教材を割引価格で購入できます。各会員資格と教材の割引区分によって割引率が異なりま
す。割引区分（割引率）は、各カタログおよびWEBサイト「KilnArt」に表記のマークをご確認ください。

◆教材によって、ご注文受付方法が異なります。カタログに記載されている教材区分（レギュラー教材、数量限定教材、
予約教材、受付開始日指定教材など）をご確認ください。その他、カタログ記載の内容をご確認ください。

◆カタログ内の価格は「税別価格＋税」で記載しています。
◆カタログに掲載の教材は、印刷物のため実物と色調が多少異なります。
◆指定の教材以外は実物の縮小サイズで掲載しています。また、表記サイズは教材により多少の誤差があります。
◆転写紙は実物を縮小して掲載しています。サイズなどをご確認ください。記載の「全体サイズ」は、柄の印刷してある

部分のサイズです。

ポーセラーツ倶楽部会員が教材をご購入の際、ご
購入金額の5％をポイントとして還元します。貯まっ
たポイントは教材ご購入の際に１ポイント＝1円として
ご利用いただけます。ポイントを使用した場合は、
ご購入価格からポイント使用分が差し引かれます。

割引区分

通常教材
特別教材

特別教材②
PR教材

特別販売教材
書籍

表記マーク

無印
★
◆
PR

特別販売
書

ポーセラーツメンバー

20％
10％
10％

割引なし
割引なし

20％

ポーセラーツインストラクター
（グリーンライセンス・ホワイトライセンス）

30％
20％
15％

割引なし
割引なし

30％

割引率

※WEBサイトからのご注文だけでなく、FAXでのご注文も対象となります。
※対象金額は、購入価格（会員割引価格・税込）です。発送手数料は含ま

れません。
※一部ポイント付与対象外の教材があります。
※貯まったポイントは、WEBサイト「KilnArt」のマイページ、教材の納品書で

確認できます。

＊24時間ご利用いただけます。
＊FAX番号はお間違いのないようにお願いします。
＊注文書を複数枚FAXする場合は、それぞれの注

文書に会員番号・お名前、送信枚数（何枚中の
何枚目）を必ずお書きください。

教材をご注文の際は下記をご確認の上、ご注文ください。その他の詳細は「日本キルンアート協会 会員制専用注文書」を
ご確認くださいますようお願いいたします。

A0120-921-087オーダー専用
FAX

URL

「日本キルンアート協会 会員制専用注文書」をご利用ください。

FAXでのご注文

WEBサイト「KilnArt」からのご注文 郵送でのご注文

日本キルンアート協会公式WEBサイト「KilnArt」（下記サイト）
をご利用ください。

「日本キルンアート協会 会員制専用注文書」をご利用ください。

〒164-8705　東京都中野区弥生町 5-6-11 3F
日本キルンアート協会カスタマーセンター受注 係＊ご注文の際は、WEBサイト内の「ご利用ガイド」を

   ご確認の上、ご注文ください。

https://www.kilnart.jp/
送付先

白磁のサイズ仕様

転写紙のカタログ表記マークについて

●在庫・発送日（出荷日）の
　確認、不良品・納品不足・返品の連絡●オーダー専用FAX受信の確認

（月～金 9：00～17：00　土・日・祝日、夏季休業・年末年始は除く）

A0120-166-861A0120-048-733

教材をご注文の際の留意事項会員の教材購入価格について

ポイント制度について

各カタログに関して

◆本来の使用用途以外でのご使用はお控えください。
◆メーカーでの製造中止などにより、急遽品切れや販売終了となる場合があります。また、外観・仕様・価格など予告なく

変更する場合があります。ご容赦ください。
◆転写紙は印刷方法や生産ロット、焼成条件により色合いや濃度が異なる場合があります。
◆白磁には、多少の釉だまりや鉄粉が見受けられる場合があります。また、プラスチック成型などと違って、微妙な凸凹が

あったり、サイズの誤差が1ｃｍ程度生じる場合があります。製造上、避けられないことですので、あらかじめご理解・ご
了承ください。

◆ガラス器は、型の跡がある場合があります。製造上、避けられないことですので、あらかじめご理解・ご了承ください。
◆液状の教材は、経年や容器の素材（別の容器に詰め替えた場合）と反応して変質する場合があります。
◆液状の教材は、開封・未開封に関わらず早めにご使用ください。固まってしまったり、揮発し使用できなくなります。
◆教材がお手元に届いたら速やかに開梱し、中身をご確認ください。破損があった場合は、先ずは配送業者に連絡し、

補償などについてご相談ください。荷物の到着から数日経つと補償が認められない場合がありますのでご注意ください。
◆ご使用になられた教材は返品・交換はできません。あらかじめご理解・ご了承ください。

教材に関して

※「深さ」はポットやふたものなどの
本体部分の深さを表しています。

※容量は満水時を表しています。
※サイズ表記で指定のないものは、
最大幅です。

   メタリック上絵の具を使用した転写紙
800℃を標準として、若干高め（820℃位まで）の方が定着が良く、光沢も出
ます。
焼成後の作品は電子レンジ使用可能です。

   金を使用した転写紙
重ね貼りにご注意ください。
焼成後の作品は電子レンジ使用不可です。

   プラチナを使用した転写紙
重ね貼りにご注意ください。
焼成後の作品は電子レンジ使用不可です。

   ラスター液を使用した転写紙
取り扱いや重ね貼りにご注意ください。
焼成後の作品は電子レンジ使用不可です。

  　 裏白
ガラス用転写紙の表から見た色をはっきりさせるために、一番下に白色を印刷
した転写紙です。裏側から見ると絵柄が白っぽく見えます。

   デザイナーズ転写紙
ポーセラーツ総合カタログ内に記載の「著作権に関するルールとマナー」をご
確認の上、ご使用ください。
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ポーセラーツ倶楽部会員の皆さまへのご注意とお願い

現在では個々にブログ公開やネット配信を使って簡単に情報交換ができる時代となりました。作品の紹介や販売なども
WEBサイト上で個々ができるようになってきています。制作した嬉しい気持ちをブログなどに掲載することは良いことです。
ただ最近、個人のブログやホームページで、著名なキャラクターや有名ブランドのロゴをデザインした作品などが見
受けられます。悪気がなくても、そっくりなデザインで制作したものを販売することは著作権などの知的財産権の侵
害となります。販売をしていない場合でも、著作権などの知的財産権の侵害となる場合があります。

もし「あっ、このデザインいい！」と思ったら、どうしますか。創作的なデザインには著作権などの知的財産権が認めら
れます。知らない間に法律を無視してしまって紛争を生じてしまわないように、まずはこのことを意識してみてくださ
い。皆さま一人一人が意識することで、マナーとモラルが育まれていきます。

最近、ポーセラーツの作品においても、本やブログに掲載されている作品のデザインとそっくりのデザインを用いた
作品や著名なキャラクターをデザインした作品などが見受けられます。しかしながら、このような作品を制作して販
売などをすることによって、他者の著作権を侵害してしまっている可能性があります。

著作権とは、著作物（音楽・文学・美術・写真など、人間が文字や記号、音や色彩などで創作的に表現したもの）
を保護する権利であり、特に登録などをしなくても、作品を創作することによって生じる権利です。そして、著作権の
権利の内容としては、著作物の複製・公表・展示などを行なう権利が含まれており、権利は著作者の死後一定期
間（５０年）存続します。

ポーセラーツの作品に用いられる創作的なデザインも、美術の著作物として著作権で保護されています。
また、特に、著名なキャラクターについては、キャラクター権として確固たる権利が認められています。
このような著作権の認められるデザインや有名キャラクターを著作権者の許諾を得ることなく無断で使用し、作品
を制作・販売することは、著作権（その内容である複製権など）の侵害となり、差止めや損害賠償請求の対象と
なってしまいます。
この点、著作権法上、私的使用（個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するこ
と）を目的とする場合には、著作権者以外の者が著作物の複製をすることが例外的に認められておりますが、純粋
に個人で作品の制作を楽しむ範囲を超えて、作品の販売などをするような場合は、私的使用目的での複製行為と
は認めらません。
また、作品をコンクール・展示会に出品したり、インターネット上で発表したりする場合、生徒募集のブログやチラシ
に掲載したりする場合なども、私的使用目的での複製行為とはいえないものと考えられ、著作権侵害となる可能性
がありますので十分にご注意ください。

知的財産権には、著作権以外にも、登録をすることにより認められる権利（特許権・意匠権・商標権など）があり、
例えば、有名ブランドのロゴなどは、登録により商標権が認められている場合が多いところです。
したがって、ポーセラーツの作品にも時折見受けられますように、有名ブランドのロゴなどを、商標権者の許諾を得
ることなく、無断使用することは、商標権に基づく差止め請求や損害賠償請求の対象となり、法的な紛争を生じる
可能性があります。
さらに、他者の有名な商品などの表示（有名ブランドのロゴなどが該当します。）を使用したり、他者の商品の形態
を模倣した商品を販売したりする場合には、不正競争防止法という法律によって違法な行為とされ、損害賠償請
求などの対象となってしまう可能性もあります。

個人の活動でもポーセラーツという名称のもとに行っている場合が多いかと思います。個人の活動がポーセラーツ
全体へ影響をおよぼす恐れもあります。
前述のとおり知的財産権（著作権や商標権など）の問題は非常に難しい問題といえますが、まずは、それぞれが
著作権などの知的財産権に関する意識を強めていただき、ポーセラーツを楽しむ仲間として「モラル」や「マナー」
を守り、楽しくポーセラーツの活動を続けていけるよう、心掛けましょう。

著作権や商標権などの詳しい内容は下記ＨＰなどでご覧いただけます。

現在、インターネットなどを中心に、弊社が商標登録をして広く事業や商品に使用しております「ポーセラーツ」の名
称を無断使用し、転写紙・白磁などの商品を販売している業者（または個人）が見受けられます。

㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部で取り扱いの教材は、皆さまに安心してご使用
いただけるよう、安全性を考慮し開発しているものです。「ポーセラーツ」の名称を無断使用して市販されている商
品（転写紙・白磁など）については、弊社はまったく開発に関与しておらず、その安全性についても一切の責任を
負いかねます。そうした商品を使用することは、ポーセラーツ倶楽部では一切推奨しておりません。

会員の皆さまにおかれましては、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部取り扱いの
教材をご使用いただき、ご指導・作品制作をお楽しみくださいますようお願いいたします。

弊社としましては、前述のような行為は商標法もしくは不正競争防止法に抵触すると考えざるを得ず、法的手続な
どの対応の検討をする場合もあります。

そして、ポーセラーツ倶楽部会員の方が上記のような行為をした場合、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の
判断により無条件で退会処分となる場合があります。また、上記のような業者（または個人）に従事・協力した場合
も、同様に会員㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により無条件で退会処分となる場合があります。十
分にご注意くださいますようお願いいたします。

【ポーセラーツ倶楽部会員・会則 2019年9月1日改定　 13－（4）・（5）】

ポーセラーツを多くの方が安心して楽しんでいただけるよう環境づくりに努めてまいりますので、ご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

http://www.bunka.go.jp/

http://www.jpo.go.jp/

文化庁

特許庁

作品制作・発表と知的財産について

日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部教材以外の
材料・道具などの使用について
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を制作・販売することは、著作権（その内容である複製権など）の侵害となり、差止めや損害賠償請求の対象と
なってしまいます。
この点、著作権法上、私的使用（個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するこ
と）を目的とする場合には、著作権者以外の者が著作物の複製をすることが例外的に認められておりますが、純粋
に個人で作品の制作を楽しむ範囲を超えて、作品の販売などをするような場合は、私的使用目的での複製行為と
は認めらません。
また、作品をコンクール・展示会に出品したり、インターネット上で発表したりする場合、生徒募集のブログやチラシ
に掲載したりする場合なども、私的使用目的での複製行為とはいえないものと考えられ、著作権侵害となる可能性
がありますので十分にご注意ください。

知的財産権には、著作権以外にも、登録をすることにより認められる権利（特許権・意匠権・商標権など）があり、
例えば、有名ブランドのロゴなどは、登録により商標権が認められている場合が多いところです。
したがって、ポーセラーツの作品にも時折見受けられますように、有名ブランドのロゴなどを、商標権者の許諾を得
ることなく、無断使用することは、商標権に基づく差止め請求や損害賠償請求の対象となり、法的な紛争を生じる
可能性があります。
さらに、他者の有名な商品などの表示（有名ブランドのロゴなどが該当します。）を使用したり、他者の商品の形態
を模倣した商品を販売したりする場合には、不正競争防止法という法律によって違法な行為とされ、損害賠償請
求などの対象となってしまう可能性もあります。

個人の活動でもポーセラーツという名称のもとに行っている場合が多いかと思います。個人の活動がポーセラーツ
全体へ影響をおよぼす恐れもあります。
前述のとおり知的財産権（著作権や商標権など）の問題は非常に難しい問題といえますが、まずは、それぞれが
著作権などの知的財産権に関する意識を強めていただき、ポーセラーツを楽しむ仲間として「モラル」や「マナー」
を守り、楽しくポーセラーツの活動を続けていけるよう、心掛けましょう。

著作権や商標権などの詳しい内容は下記ＨＰなどでご覧いただけます。

現在、インターネットなどを中心に、弊社が商標登録をして広く事業や商品に使用しております「ポーセラーツ」の名
称を無断使用し、転写紙・白磁などの商品を販売している業者（または個人）が見受けられます。

㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部で取り扱いの教材は、皆さまに安心してご使用
いただけるよう、安全性を考慮し開発しているものです。「ポーセラーツ」の名称を無断使用して市販されている商
品（転写紙・白磁など）については、弊社はまったく開発に関与しておらず、その安全性についても一切の責任を
負いかねます。そうした商品を使用することは、ポーセラーツ倶楽部では一切推奨しておりません。

会員の皆さまにおかれましては、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部取り扱いの
教材をご使用いただき、ご指導・作品制作をお楽しみくださいますようお願いいたします。

弊社としましては、前述のような行為は商標法もしくは不正競争防止法に抵触すると考えざるを得ず、法的手続な
どの対応の検討をする場合もあります。

そして、ポーセラーツ倶楽部会員の方が上記のような行為をした場合、㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の
判断により無条件で退会処分となる場合があります。また、上記のような業者（または個人）に従事・協力した場合
も、同様に会員㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会の判断により無条件で退会処分となる場合があります。十
分にご注意くださいますようお願いいたします。

【ポーセラーツ倶楽部会員・会則 2019年9月1日改定　 13－（4）・（5）】

ポーセラーツを多くの方が安心して楽しんでいただけるよう環境づくりに努めてまいりますので、ご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

http://www.bunka.go.jp/

http://www.jpo.go.jp/

文化庁

特許庁

作品制作・発表と知的財産について

日本キルンアート協会およびポーセラーツ倶楽部教材以外の
材料・道具などの使用について



ポーセラーツ倶楽部会員活動 Q&A

ポーセラーツの歴史を
教えていただけますか?

1998年5月に発表した新しいコンセ
プトのクラフトです。歴史と文化に裏
付けされた上絵付けに、どなたでも
楽しめるように、それまでほとんど
メーカーでしか使われていなかった
陶磁器用転写紙を導入しました。

年会費の引き落しは
いつですか? （会則2）

毎年1月中旬となります。
DMなどでご案内いたします。

引越しをしたとき
所属エリアディレクターは
どうなりますか?（会則3）
 
ご本人の申し出があれば協議の上
所属エリアディレクターを変更する
ことができます。
尚、所属のエリアディレクターは、会
員登録後にお送りする書類にてご
案内しています。

1ヶ月の教材購入限度額の50万円
＋税はインストラクター価格の合計
ですか?（会則7－（4））
  
インストラクター価格の合計です。
  

領収証は発行してもらえますか?
  
教材代金の引き落し後、お申し出
により領収証の発行ができます。
カスタマーセンターまでお申し出く
ださい。

Q-1

A-1

Q-2

A-2

Q-3

A-3

Q-4

A-4

Q-5

A-5

売上割戻金の支払いは
いつですか?（会則8－2）

年2回、2月末日と8月末日です。
  

休会をした場合には
年会費の引き落しは
どうなりますか?（会則13－1）
  
年度ごと期日（12月中旬）までに休
会の申し出をされた場合には、年
会費の引き落しはありません。
再び、活動を希望される場合は㈱
日本ヴォーグ社カスタマーセンター
へご連絡ください。活動再開後の
年会費は、再開時期にかかわらず
1年間分いただきます。

なぜ3年以上
連続休会の場合には
資格喪失となるのですか?　

（会則13－1）
  
㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート
協会では、ポーセラーツの基本技
術を正確に覚えていて、他者に正
確に伝達することができるのは3年
以内と判断しております。
※資格を喪失しますと、あらためて

ポーセラーツの全カリキュラムを
修了していただくことになります。

  

認定証、会員カードを
紛失した場合は再発行する
ことはできますか?

カスタマーセンターまでお申し出く
ださい。認定証は1,000円＋税、会
員カードは500円＋税で再発行でき
ます。送料は実費をいただきます。

Q-6

A-6

Q-7

A-7

Q-8

A-8

Q-9

A-9

会則に類似する事業、
または企業を運営する者、
これに従事する者は無条件で
退会する、とありますが
チャイナペイン卜、
ポタリーぺイントや卜ールぺイントの
ショップや教室を経営していても
ポーセラーツ倶楽部会員に
なることはできますか?

（会則13－（4））

できます。但しポーセラーツという
名称を使って行う活動については
ポーセラーツ倶楽部の規定の範
囲となります。他の活動とポーセ
ラーツの活動とは、はっきりと区別
してください。

個人で制作した作品を
販売する場合、
日本キルンアート協会発行の
カタログ掲載以外の教材を
使用していいですか?

（会則15）

作品を販売することはご自身の責
任において自由です。但し、日本キ
ルンアート協会およびポーセラーツ
倶楽部で取り扱いのない白磁や転
写紙を使用している場合は、ポー
セラーツの名称を使用した販売は
ご遠慮ください。
※デザイナーズ転写紙およびキャ

ラクター転写紙を使用している
場合は、ポーセラーツ総合カタロ
グ内にある「著作権に関する
ルールとマナーについて」をご確
認ください。

ショップを経営していますが、ポー
セラーツ倶楽部会員になれば教材
の小売りをしてもいいのですか?

あくまでも指導を伴う販売のみです。

Q-1

A-1

Q-2

A-2

Q-3

A-3

近くの施設にすでに
ポーセラーツサロン（教室）が
入っているのですが、
他に活動場所はありますか?

色々なサロン開催場所を探すこと
が大切です。店舗・レストラン・公民
館・学校など新しい活動の場所を
探してみてはいかがでしょうか?
また、「○人以上集まった場合は出
張して指導いたします。」など目線
を変えた活動もおすすめです。

生徒さんがサロン（教室）に市販の
白磁や転写紙を持ち込むのです
が…（会則6）

ポーセラーツサロン（教室）内では
必ず日本キルンアート協会および
ポーセラーツ専用教材で指導をし
てください。
市販の白磁・転写紙は使用に適さ
ないものも多くあり、失敗の原因に
なる他、電気炉を傷つける原因に
もなります。日本キルンアート協会お
よびポーセラーツ専用教材以外を
使って失敗・破損が生じても指導
者として責任を負うことはできず、
㈱日本ヴォーグ社でも対応ができな
いことをご説明ください。

資格取得した生徒さんには
教材を割引で販売したほうがよい
ですか?

カタログ表記価格での販売をおす
すめします。
どちらが正しいという規定はありませ
んが、サロン（教室）運営を考えた場
合、使用する教材はカタログ表記価
格での販売を理解していただきま
しょう。

Q-4

A-4

Q-5

A-5

Q-6

A-6

個人のサロン（教室）で、
資格取得するためのコースに

「インストラクター養成講座」と
いう名称を使いたいのですが…

その名称は避けてください。
ポーセラーツ倶楽部ではエリアディ
レクターが主催する講座を「インス
トラクター養成講座」という名称で
行っております。一般の方や受講
生の混乱を避けるため、個人のサ
ロン（教室）ではこの名称はご遠慮
ください。「資格取得コース」などの
名称でご案内ください。

資格取得した生徒さんへはどのよ
うに対応したらよいですか?

会員資格取得はスタートラインに
立ったということです。技術の復習
や、見本作品の制作などを指導
し、同じ会員として、一緒に楽しむ
方向で考えましょう。ポーセラーツは
技術を繰り返し学ぶことが必要で
あり、長く楽しむことのできるクラフト
です。学び続けることの大切さを
実感していただきましょう。

資格取得された生徒さんへの
授業内容を教えてください。

【基本技術の復習】
・技術全体の復習や、苦手な技 
 術の復習

【基本技術の応用】
・基本技術の組み合わせ
・焼成回数の多い作品を作る
【ご自分の知識・経験をいかして】
・サロン（教室）の運営の仕方につ

いて
・宣伝物（チラシなど）の制作の 
 ポイント
・テーブルコーディネート  etc…

Q-7

A-7

Q-8

A-8

Q-9

A-9

転写紙のことを「シール」と
説明してもいいですか?

「シール」という言葉はあくまで例
として説明してください。初めて
の方に「シールのようなもの」と説
明することはイメージしていただ
きやすいのですが、成分が顔料
であり、文具店で販売されてい
る通常のシールとは性質が違う
ことを説明する必要があります。
また、転写紙に限らず教材名は
正式名で指導してください （“ゴ
ムベラ”ではなく“スキージー”“ワ
イプアウトツール”など）。

電気炉についての取り扱いや
手入れの仕方などを知りたいの
ですが?

「電気炉カタログ&ガイドブック」
をご確認ください。お持ちでない
場合は、通常の商品（教材）と同
様にご注文いただけます。

メタル付スプーン・フォーク、　
ペンダン卜金具など接着が必要
な教材におすすめの接着剤は
ありますか?

「キルンアート総合カタログ」にお
すすめの接着剤を掲載しており
ますのでご利用ください。

Q-10

A-10

Q-11

A-11

Q-12

A-12

事務事項について 活動・指導について
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ポーセラーツ倶楽部会員活動 Q&A

ポーセラーツの歴史を
教えていただけますか?

1998年5月に発表した新しいコンセ
プトのクラフトです。歴史と文化に裏
付けされた上絵付けに、どなたでも
楽しめるように、それまでほとんど
メーカーでしか使われていなかった
陶磁器用転写紙を導入しました。

年会費の引き落しは
いつですか? （会則2）

毎年1月中旬となります。
DMなどでご案内いたします。

引越しをしたとき
所属エリアディレクターは
どうなりますか?（会則3）
 
ご本人の申し出があれば協議の上
所属エリアディレクターを変更する
ことができます。
尚、所属のエリアディレクターは、会
員登録後にお送りする書類にてご
案内しています。

1ヶ月の教材購入限度額の50万円
＋税はインストラクター価格の合計
ですか?（会則7－（4））
  
インストラクター価格の合計です。
  

領収証は発行してもらえますか?
  
教材代金の引き落し後、お申し出
により領収証の発行ができます。
カスタマーセンターまでお申し出く
ださい。

Q-1

A-1

Q-2

A-2

Q-3

A-3

Q-4

A-4

Q-5

A-5

売上割戻金の支払いは
いつですか?（会則8－2）

年2回、2月末日と8月末日です。
  

休会をした場合には
年会費の引き落しは
どうなりますか?（会則13－1）
  
年度ごと期日（12月中旬）までに休
会の申し出をされた場合には、年
会費の引き落しはありません。
再び、活動を希望される場合は㈱
日本ヴォーグ社カスタマーセンター
へご連絡ください。活動再開後の
年会費は、再開時期にかかわらず
1年間分いただきます。

なぜ3年以上
連続休会の場合には
資格喪失となるのですか?　

（会則13－1）
  
㈱日本ヴォーグ社 日本キルンアート
協会では、ポーセラーツの基本技
術を正確に覚えていて、他者に正
確に伝達することができるのは3年
以内と判断しております。
※資格を喪失しますと、あらためて

ポーセラーツの全カリキュラムを
修了していただくことになります。

  

認定証、会員カードを
紛失した場合は再発行する
ことはできますか?

カスタマーセンターまでお申し出く
ださい。認定証は1,000円＋税、会
員カードは500円＋税で再発行でき
ます。送料は実費をいただきます。

Q-6

A-6

Q-7

A-7

Q-8

A-8

Q-9

A-9

会則に類似する事業、
または企業を運営する者、
これに従事する者は無条件で
退会する、とありますが
チャイナペイン卜、
ポタリーぺイントや卜ールぺイントの
ショップや教室を経営していても
ポーセラーツ倶楽部会員に
なることはできますか?

（会則13－（4））

できます。但しポーセラーツという
名称を使って行う活動については
ポーセラーツ倶楽部の規定の範
囲となります。他の活動とポーセ
ラーツの活動とは、はっきりと区別
してください。

個人で制作した作品を
販売する場合、
日本キルンアート協会発行の
カタログ掲載以外の教材を
使用していいですか?

（会則15）

作品を販売することはご自身の責
任において自由です。但し、日本キ
ルンアート協会およびポーセラーツ
倶楽部で取り扱いのない白磁や転
写紙を使用している場合は、ポー
セラーツの名称を使用した販売は
ご遠慮ください。
※デザイナーズ転写紙およびキャ

ラクター転写紙を使用している
場合は、ポーセラーツ総合カタロ
グ内にある「著作権に関する
ルールとマナーについて」をご確
認ください。

ショップを経営していますが、ポー
セラーツ倶楽部会員になれば教材
の小売りをしてもいいのですか?

あくまでも指導を伴う販売のみです。

Q-1

A-1

Q-2

A-2

Q-3

A-3

近くの施設にすでに
ポーセラーツサロン（教室）が
入っているのですが、
他に活動場所はありますか?

色々なサロン開催場所を探すこと
が大切です。店舗・レストラン・公民
館・学校など新しい活動の場所を
探してみてはいかがでしょうか?
また、「○人以上集まった場合は出
張して指導いたします。」など目線
を変えた活動もおすすめです。

生徒さんがサロン（教室）に市販の
白磁や転写紙を持ち込むのです
が…（会則6）

ポーセラーツサロン（教室）内では
必ず日本キルンアート協会および
ポーセラーツ専用教材で指導をし
てください。
市販の白磁・転写紙は使用に適さ
ないものも多くあり、失敗の原因に
なる他、電気炉を傷つける原因に
もなります。日本キルンアート協会お
よびポーセラーツ専用教材以外を
使って失敗・破損が生じても指導
者として責任を負うことはできず、
㈱日本ヴォーグ社でも対応ができな
いことをご説明ください。

資格取得した生徒さんには
教材を割引で販売したほうがよい
ですか?

カタログ表記価格での販売をおす
すめします。
どちらが正しいという規定はありませ
んが、サロン（教室）運営を考えた場
合、使用する教材はカタログ表記価
格での販売を理解していただきま
しょう。

Q-4

A-4

Q-5

A-5

Q-6

A-6

個人のサロン（教室）で、
資格取得するためのコースに

「インストラクター養成講座」と
いう名称を使いたいのですが…

その名称は避けてください。
ポーセラーツ倶楽部ではエリアディ
レクターが主催する講座を「インス
トラクター養成講座」という名称で
行っております。一般の方や受講
生の混乱を避けるため、個人のサ
ロン（教室）ではこの名称はご遠慮
ください。「資格取得コース」などの
名称でご案内ください。

資格取得した生徒さんへはどのよ
うに対応したらよいですか?

会員資格取得はスタートラインに
立ったということです。技術の復習
や、見本作品の制作などを指導
し、同じ会員として、一緒に楽しむ
方向で考えましょう。ポーセラーツは
技術を繰り返し学ぶことが必要で
あり、長く楽しむことのできるクラフト
です。学び続けることの大切さを
実感していただきましょう。

資格取得された生徒さんへの
授業内容を教えてください。

【基本技術の復習】
・技術全体の復習や、苦手な技 
 術の復習

【基本技術の応用】
・基本技術の組み合わせ
・焼成回数の多い作品を作る
【ご自分の知識・経験をいかして】
・サロン（教室）の運営の仕方につ

いて
・宣伝物（チラシなど）の制作の 
 ポイント
・テーブルコーディネート  etc…

Q-7

A-7

Q-8

A-8

Q-9

A-9

転写紙のことを「シール」と
説明してもいいですか?

「シール」という言葉はあくまで例
として説明してください。初めて
の方に「シールのようなもの」と説
明することはイメージしていただ
きやすいのですが、成分が顔料
であり、文具店で販売されてい
る通常のシールとは性質が違う
ことを説明する必要があります。
また、転写紙に限らず教材名は
正式名で指導してください （“ゴ
ムベラ”ではなく“スキージー”“ワ
イプアウトツール”など）。

電気炉についての取り扱いや
手入れの仕方などを知りたいの
ですが?

「電気炉カタログ&ガイドブック」
をご確認ください。お持ちでない
場合は、通常の商品（教材）と同
様にご注文いただけます。

メタル付スプーン・フォーク、　
ペンダン卜金具など接着が必要
な教材におすすめの接着剤は
ありますか?

「キルンアート総合カタログ」にお
すすめの接着剤を掲載しており
ますのでご利用ください。

Q-10

A-10

Q-11

A-11

Q-12

A-12

事務事項について 活動・指導について
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●教材オーダーFAXとその確認
●在庫状況確認
●不良品、破損品があったとき
●納品不足があったとき
●発送日の確認
●その他、受注・配送に関するお問合せ

㈱日本ヴォーグ社 カスタマーセンター（受注センター）
 オーダー専用FAX A0120-921-087
 送信確認TEL A0120-048-733
 在庫確認・お問合せ A0120-166-861
※受付時間9：00～17：00（土・日・祝日、夏季休業・年末年始を除く）

●郵便での教材オーダー宛先
●住所、TELなど、登録内容の変更
●ライセンスの変更（ホワイトからグリーン）
●教材代金引き落としに関するお問合せ
●年会費に関するお問合せ
●休会、退会の手続きについて
●委託教材お買い上げのご連絡

㈱日本ヴォーグ社 カスタマー本部 カスタマーセンター

A0120-247-879
〒164-8705
東京都中野区弥生町5-6-11 3F

※受付時間9：30～17：30（土・日・祝日、夏季休業・年末年始を除く）

●活動全般に関するお問合せ
●技術・技法に関するお問合せ
●登録申請の手続きについて
●電気炉の修理・故障に関するお問合せ

●電気炉のご注文

私ども株式会社日本ヴォーグ社は、－ハンドメイドでHappyライフを－を信条に、 手づくりのもたらす価値を提唱し、お客様の
より豊かで楽しい生活（Quality of Life）に貢献していきます。
社内外における業務上知り得た個人情報については、 お客様ならびに社会に貢献するという企業理念のもと、 ハンドメイド
事業における商品・サービスの提供、 関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報の提供を目的に、適切に
保護・運用して参ります。 お客様の個人情報は、社会公共の利益を優先する場合を除き、 第三者へ情報提供することは
ございません。
但し、教育事業における関連会社（グループリーダー・エリアディレクター）、グループ会社である株式会社ヴォーグ学園、株式
会社NVロジテック、友好団体である公益財団法人日本手芸普及協会ならびに特定非営利活動法人マイWayとは、ハンドメ
イド事業の共同推進および情報伝達を目的に、 住所・氏名・メールアドレスなどの個人情報の共同利用を行うことがあります。
お客様の要請による個人情報の開示・削除・変更につきましては、 ご本人様であることを確認させていただいた上で、お客
様窓口で応待させていただきます。

個人情報保護について －PRIVACY POLICY－

お問合せ内容によってお問合せ先が異なります。ご確認の上、ご連絡くださいますようお願いいたします。

お問合せ一覧

㈱日本ヴォーグ社カスタマーセンター（受注センター）
 オーダー専用FAX A0120-923-147
 送信確認TEL A0120-933-690
※受付時間9：00～17：00（日・祝日、夏季休業・年末年始を除く）

2020年9月（T）

株式会社日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会
ポーセラーツ倶楽部本部事務局

ポー セラーツ 倶 楽 部
会 員 活 動 ガイド

－Porcelarts Membership Activity Guide－

この活動ガイドは、ポーセラーツ倶楽部の

会員として活動していただく際の手引きです。

ポーセラーツ倶楽部会員としての

活動にお役立てください。

※受付時間9：30～17：30（土・日・祝日、夏季休業・年末年始を除く）

㈱日本ヴォーグ社  日本キルンアート協会本部事務局

A0120-097-684

*B521*


