
お問合せ一覧

●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

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。

●電気炉のご注文

㈱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
 FAX送信・在庫確認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）

●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）
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㈱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

ポーセラーツインストラクター
新カリキュラム

ポーセラーツ倶楽部 インストラクターの皆さま

今回のカリキュラム改定では、これまでにいただいた皆さまからのご意見やお声をもとに、
約10年間ご指導いただいたカリキュラムを一新しました。

※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 ポーセラ
ポーセラーツ倶楽部 インストラクターの皆さま

重 要
※必ずご確認
　ください

2019年９月導入

◆今年９月より新カリキュラムを導入しております。インストラクター資格をお持ちの方
は、どなたでもサロン（教室）でご指導いただけます。

◆全国で開催中の「カリキュラム改定伝達セミナー」を受講していない方もご指導い
ただけます。できるだけ正確な内容を理解していただくために、セミナーの受講を
おすすめします。

インストラクター資格をお持ちの方

全国で開催中の「カリキュラム改定伝達セミナー」を受講していない方もご指導い
できるだけ正確な内容を理解していただくために、セミナーの受講を

９月からサロンに
入会予定だった方に

早速、新カリキュラムで
指導しています。

インストラクターのお声

インストラクターの皆さまは、どなたでも指導できます

◆一番の特徴は【転写紙コース】【上絵の具・装飾コース】の２段階のカリキュラム
構成であることです。

◆生徒さんの募集段階でのサロン（教室）入会のハードルを下げ、生徒さんに目標
を持ってサロン（教室）へ通っていただくことをおすすめしやすいカリキュラム内容
となっています。

◆一番の特徴は
構成であることです。

◆生徒さんの募集段階でのサロン（教室）入会のハードルを下げ、生徒さんに目標
を持ってサロン（教室）へ通っていただくことをおすすめしやすいカリキュラム内容
となっています。

資格取得には興味のなかった
フリーレッスンの方に

【転写紙コース】をおすすめ
したところ、カリキュラムの受
講を始めていただけました。

インストラクターのお声

生徒さん募集に適したカリキュラム内容

◆ご指導の前にカリキュラム内容を「テキスト」と「チェックシート」で確認の上、ご指導
ください。

◆知識や技術・技法の説明、作品制作の手順を細かく分かりやすく掲載しています。
チェックシートには図案も原寸大で掲載しています。

指導しやすい。学びやすい。「テキスト」と「チェックシート」

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

ご指導の前にカリキュラム内容を「テキスト」と「チェックシート」で確認の上、ご指導

知識や技術・技法の説明、作品制作の手順を細かく分かりやすく掲載しています。

指導しやすい。学びやすい。「テキスト」と「チェックシート」

課題作品の制作手順や
焼成温度の説明もあるので、

生徒さんにもとても
分かりやすい内容で

安心して指導しています。

インストラクターのお声
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生徒募集応援キャンペーン 
「ポーセラーツをはじめよう」

多くの方にポーセラーツを手軽に楽しんでいただけるように、体験会用の「転写紙＋マグカップ」を
特別価格でご提供するキャンペーンを実施しています。日本ヴォーグ社の書籍やＷＥＢサイトでも本
キャンペーンのＰＲを幅広く行っていきます。生徒さん募集のきっかけとして是非ご活用ください。
※本キャンペーンは参加登録が必要です。詳細は別紙のご案内をご覧ください。

ポーセラーツの魅力・楽しみが学べる 
「転写紙コース」

ポーセラーツに興味を持ちサロン（教室）へ入会を考えている方は、先ず転写紙を使った作品制作
をやってみたいというニーズがとても高いです。【転写紙コース】では、転写紙の技術・技法が幅広く
学べます。ポーセラーツの一番の魅力であり、楽しみとなる転写紙に特化した【転写紙コース】をご
紹介して、サロン（教室）入会や資格取得カリキュラムへお誘いしましょう。

生徒さんの目標となる新資格 
 「ポーセラーツメンバー」

【転写紙コース】を修了した時点でポーセラーツメンバー資格が取得できます。ポーセラーツメンバー
の方は【転写紙コース】の指導ができます。また、教材の割引特典（～20％）があるので、ご自身の楽
しみとしても資格取得のメリットがあります。資格取得は生徒さんの目標にもなりますので、そのことも
必ずお伝えしましょう。

より深く・幅広い技術・技法が学べる 
 「上絵の具・装飾コース」

上絵の具・装飾技法を学ぶことで、作品表現の幅も大きく広がります。【転写紙コース】を学ばれてい
る生徒さんには、【上絵の具・装飾コース】への継続を必ずおすすめしましょう。
【上絵の具・装飾コース】を修了するとポーセラーツインストラクター資格が取得できます。全てのカリ
キュラムの指導ができ、割引特典も～30％となります。生徒さんにとっても一段階上の目標となります
ので、継続してサロン（教室）に通っていただけるようにご案内しましょう。

Q．2019年9月以降は新カリキュラムで指導しなくてはいけないですか？

A．新カリキュラム導入後（2019年9月以降）にカリキュラムをはじめる生徒さんには、新カリキュラムでの指

導をお願いいたします。（生徒さんが旧カリキュラムを希望した場合を除く）
既に旧カリキュラムを学ばれている生徒さんについては、改めて新カリキュラムを初めから指導していただ
く必要はありません。旧カリキュラムの進行状況にもよりますが、生徒さんにも新カリキュラムをご案内いただ
き、どちらのカリキュラムで学ばれるかをご相談ください。

Q．「カリキュラム改定伝達セミナー」「ストライプリム・スカラップリムのセミナー」を受講しないと新カリキュ

ラムは指導できないのですか？

A．指導できます。受講しないと資格が無効になったり、指導できなくなったりということはありません。セミ
ナーを受講していない方も新カリキュラムのご指導をしていただいて構いません。
カリキュラム内容は、新カリキュラムの「テキスト」と「チェックシート」で確認いただき、ご指導をお願いいたし
ます。できるだけ正確な内容を理解していただくために、エリアディレクター主催の両セミナーのご受講をお
すすめしています。

Q．「カリキュラム改定伝達セミナー」「ストライプリム・スカラップリムのセミナー」の内容を他のインストラク

ターに指導（伝達）することはできますか？

A．できます。但し、インストラクターの皆さまには、できるだけ正確な内容を理解していただくために、エリアディ
レクター主催の両セミナーの受講をおすすめしています。
他のインストラクターの方へ教える（伝達する）場合には、他のサロン（教室）へ通っている方やこれからエ
リアディレクターがセミナーを開催する地域もあることにもご配慮いただき、ご自身のサロン（教室）に通って
いるインストラクターの方を対象とし、幅広くインストラクターを対象にした募集告知などはお控えください。

ポーセラーツインストラクター
新カリキュラム

Q＆A
今回のカリキュラム改定に伴うQ&Aをまとめました。
サロン（教室）でのご指導の際にお役立てください。

新カリキュラムの指導について

「ポーセラーツをはじめよう」
多くの方にポーセラーツを手軽に楽しんでいただけるように、体験会用の「転写紙＋マグカップ」を
特別価格でご提供するキャンペーンを実施しています。日本ヴォーグ社の書籍やＷＥＢサイトでも本

1

ポーセラーツの魅力・楽しみが学べる

ポーセラーツに興味を持ちサロン（教室）へ入会を考えている方は、先ず転写紙を使った作品制作
をやってみたいというニーズがとても高いです。【転写紙コース】では、転写紙の技術・技法が幅広く

2

紹介して、サロン（教室）入会や資格取得カリキュラムへお誘いしましょう。

【転写紙コース】を修了した時点でポーセラーツメンバー資格が取得できます。ポーセラーツメンバー
の方は【転写紙コース】の指導ができます。また、教材の割引特典（～20％）があるので、ご自身の楽

3

必ずお伝えしましょう。

より深く・幅広い技術・技法が学べる

上絵の具・装飾技法を学ぶことで、作品表現の幅も大きく広がります。【転写紙コース】を学ばれてい

4

生徒さん募集にご活用くだい！
新カリキュラム ＋ 体験キャンペーン
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❷教材および教材費について

各カリキュラムの課題制作にあたっては、規定の教材をご使用いただきます。
各コースの課題の詳細内容については、各コースの「テキスト」「チェックシート」をご確認ください。

【転写紙コース】教材費 …………………約 ￥78,000+税
【上絵の具・装飾コース】教材費 ……… 約 ￥110,000+税
 合計 約 ￥188,000+税
※各コースの「テキスト」「チェックシート」含む。登録申請書類の価格は含まれておりません。
※選択制の教材、カッターなど推奨教材も含まれております。
※一部、教材を選択していただく課題、お好みの教材をお選びいただく課題がありますので、生徒さんに

よって金額差があります。

❸資格制度について

新カリキュラムの導入に伴い、現在の指導者資格であるインストラクター資格に加えて、新資格として愛好
家の位置づけとなる「ポーセラーツメンバー資格」が新設されました。
※【転写紙コース】修了 ⇒ ポーセラーツメンバー資格（新資格）を取得できます。
※【上絵の具・装飾コース】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）

※各資格の特典・サービス、活動範囲については、「ポーセラーツ倶楽部 会員活動ガイド」（9月DMでお
届け）をご確認ください。

※旧カリキュラムでは「ポーセラーツメンバー資格（新資格）」の資格取得はできません。旧カリキュラムを全
て修了した時点でインストラクター資格の登録申請を行ってください。

❹登録申請手続きについて

新カリキュラム・新資格制度における資格登録申請については、下記の手続きの流れになります。
【登録申請の主な流れ】
●各資格（ポーセラーツメンバー・インストラクター）の申請時に登録申請セットを指導インストラクターが注文。

➡生徒さんから徴収する登録申請料の半額を口座より引落します。
●申請書類とチェックシート一式を指導インストラクターがポーセラーツ倶楽部本部事務局へ直接提出。
●本部事務局にて申請書類・チェックシートを確認の上、会員登録。
●本部事務局より指導インストラクターへ認定証・カタログなど書類一式を送付。

Q．カリキュラム改定に伴い、旧カリキュラムでの登録申請はいつまでの受付となりますか？

A．2021年8月31日までの受付となります。期日までに、ご所属のエリアディレクターへ申請書類一式をご提出く
ださい。

Q．旧カリキュラムの途中から新カリキュラムへの移行はできますか？

A．移行はできません。両カリキュラムとも技術・技法を課題作品の制作を通じて学んでいただきますが、各課
題に盛り込まれている技術・技法が異なり合致する課題作品がないため移行する事ができません。
生徒さんにはどちらかのカリキュラムで、はじめから修了まで指導していただくようお願いいたします。
もちろん旧カリキュラムを途中まで学ばれた生徒さんが、新カリキュラムを改めてはじめから学ばれることは
問題ありません。

Q．今までのカリキュラム・資格制度と大きく違う点はなんですか？

A．以下の5点（❶～❺）が大きく変更となる点です。
❶カリキュラムの内容について

新カリキュラムは「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段階のカリキュラムとなります。

　

※各コースの課題の詳細内容については、各コースの「テキスト」「チェックシート」をご確認ください。

旧カリキュラムの指導について

新カリキュラムでの主な改定内容について

新カリキュラム旧カリキュラム

課題
作品数

内容
（技術・技法）

の変更

23課題 【転写紙コース】
10課題

【上絵の具・装飾コース】
14課題

なくなる内容 加わる内容
◆丸ペンの使用法 他
◆オンデキャールメディウム
◆ガラス上絵の具・セラミック

マーカー
◆スポンジングによる大理石

模様の描き方

◆リムアレンジ「ストライプ」
「スカラップ」

◆単色転写紙の曲面・球面
への貼り方

◆球面の型紙の取り方
◆ガラス転写紙
◆金の転写紙の焼成温度

◆グラデーション転写紙
◆下地処理
◆ペースト上絵の具 イリス
◆セラミック・ペンシル
◆クラックルローション 【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 

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

ポーセラーツインストラクター

加わる内容

主な変更点
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【ご注意ください】

前頁の各資格登録申請の手順は、2019年9月から導入の新カリキュラムの場合に限ります。
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につきましては、旧カリキュラムの資格登録申請の
手順と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。
●B908　サロン用インストラクター登録申請書セット
●B955　ポーセラーツカリキュラムシート

❺「テキスト」「チェックシート」「登録申請書類」について

新カリキュラムの指導の際は、新カリキュラムに沿った新しい「テキスト」「チェックシート」「型紙および図
案セット（※使用は任意）」を使用します。また、各資格の「登録申請書類」も変更となります。

Q．各コースのみの指導はできますか？指導の順番は自由ですか？

A．【転写紙コース】修了後に【上絵の具・装飾コース】を指導してください。【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。
尚、【転写紙コース】のみの指導は問題ございません。修了後にポーセラーツメンバー資格の取得ができます。

7

Q．新カリキュラムでは見本作品通りに作品を作らなくてはいけませんか？

A．課題によって、規定の教材、技術・技法を用いて「デザインまで指定している課題」・「課題の範囲内で自
由にデザインしていただく課題」、「白磁を選択し自由に制作していただく課題」があります。技術・技法の
修得が目的となりますので、各課題の規定をご理解の上、指導をお願いいたします。
見本作品は資格取得に必要な技術・技法が修得できるものとなっていますので、デザインに迷われるよう
な方へは見本作品通りの制作をおすすめしてください。
但し、オリジナルデザインで制作する課題については、ご自身のオリジナルデザインで制作してください。

Q．登録申請の費用は変わりますか？

A．新カリキュラムでは、2段階のカリキュラムとなり新たに「ポーセラーツメンバー資格」が新設されます。登録
申請も「ポーセラーツメンバー資格」「ポーセラーツインストラクター資格」の2段階となります。

「ポーセラーツメンバー資格」の登録申請料　￥10,000＋税
「ポーセラーツインストラクター資格」の登録申請料　￥20,000＋税
インストラクター資格取得までの合計の金額は、これまでの￥30,000＋税と変更はありません。

Q．カリキュラムに使用する教材をまとめて注文することはできますか？

A．日本キルンアート協会公式WEBサイト「KilnArt」からカリキュラム各課題の使用教材をまとめた注文書
を印刷してご使用いただけます。（WEBカタログページ「各種オーダーシート」からダウンロードできます。）
また、WEBからのご注文の際はカリキュラム各課題の使用教材の「まとめ買い」ができる機能があります。

（マイページ「品番で注文」から「+まとめ買い商品を追加する」をお選びください。）
※尚、旧カリキュラムにおける同様のサービスがご利用いただけます。

　　
Q．カリキュラム教材一覧表はありますか？

A．各コースの使用教材をまとめたカタログをご確認ください。
B513 ポーセラーツ倶楽部インストラクターカリキュラム【転写紙コース】教材カタログ（無料）
B518 ポーセラーツ倶楽部インストラクターカリキュラム【上絵の具・装飾コース】教材カタログ（無料）
※各課題の使用教材の詳細は、各コースのLessonごとのチェックシートをご確認ください。

Q．新カリキュラム指導の際、課題作品を焼成するのに適した電気炉（炉内サイズ）を教えてください。

A．新カリキュラムの課題作品で一番大きなサイズは、最大幅：28.3cm（K201 アレンジトレー002）、最大高さ
22.8cm（選択白磁の一つ：622353 フラワーベース（バロック））です。

「アートキルンSV１ホワイト／炉内：φ38×高さ30cm」は、全ての白磁の焼成ができます。
「ペインターズキルンSV／炉内：30×31×高さ21cm」についても課題作品を全て焼成できますが、選択白
磁の一つ：622353 フラワーベース（バロック）については炉内サイズ（高さ）が足りず焼成できません。焼成
が可能なサイズの白磁を選んでご指導をお願いいたします。

その他について

※左記の申請書類一式の提出先：所属エリアディレクター

※登録申請料の支払先：所属エリアディレクター
　（￥30,000＋税を徴収し、￥15,000＋税を支払）

【転写紙コース】の指導で使用 【上絵の具・装飾コース】の指導で使用

【転写紙コース】
テキスト

【転写紙コース】型紙セット

【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

【上絵の具・装飾コース】図案セット

【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

￥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

B514 ￥300＋税教材番号 B519 ￥300＋税教材番号

ポーセラーツメンバー会員登録申請セット ポーセラーツインストラクター会員登録申請セット

B515 ￥10,000＋税教材番号 B520 ￥20,000＋税教材番号

※各登録申請セットの金額は、生徒さんから徴収する登録申請料です。
※指導インストラクターのご登録の口座から半額を引落としいたします。
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Q．新カリキュラム指導の際、課題作品を焼成するのに適した電気炉（炉内サイズ）を教えてください。

A．新カリキュラムの課題作品で一番大きなサイズは、最大幅：28.3cm（K201 アレンジトレー002）、最大高さ
22.8cm（選択白磁の一つ：622353 フラワーベース（バロック））です。

「アートキルンSV１ホワイト／炉内：φ38×高さ30cm」は、全ての白磁の焼成ができます。
「ペインターズキルンSV／炉内：30×31×高さ21cm」についても課題作品を全て焼成できますが、選択白
磁の一つ：622353 フラワーベース（バロック）については炉内サイズ（高さ）が足りず焼成できません。焼成
が可能なサイズの白磁を選んでご指導をお願いいたします。

その他について

※左記の申請書類一式の提出先：所属エリアディレクター

※登録申請料の支払先：所属エリアディレクター
　（￥30,000＋税を徴収し、￥15,000＋税を支払）

【転写紙コース】の指導で使用 【上絵の具・装飾コース】の指導で使用

【転写紙コース】
テキスト

【転写紙コース】型紙セット

【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

【上絵の具・装飾コース】図案セット

【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

￥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

B514 ￥300＋税教材番号 B519 ￥300＋税教材番号

ポーセラーツメンバー会員登録申請セット ポーセラーツインストラクター会員登録申請セット

B515 ￥10,000＋税教材番号 B520 ￥20,000＋税教材番号

※各登録申請セットの金額は、生徒さんから徴収する登録申請料です。
※指導インストラクターのご登録の口座から半額を引落としいたします。



お問合せ一覧

●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

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。

●電気炉のご注文

㈱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
 FAX送信・在庫確認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）

●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）

2019年11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

㈱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

ポーセラーツインストラクター
新カリキュラム

ポーセラーツ倶楽部 インストラクターの皆さま

今回のカリキュラム改定では、これまでにいただいた皆さまからのご意見やお声をもとに、
約10年間ご指導いただいたカリキュラムを一新しました。

※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 ポーセラ
ポーセラーツ倶楽部 インストラクターの皆さま

重 要
※必ずご確認
　ください

2019年９月導入

◆今年９月より新カリキュラムを導入しております。インストラクター資格をお持ちの方
は、どなたでもサロン（教室）でご指導いただけます。

◆全国で開催中の「カリキュラム改定伝達セミナー」を受講していない方もご指導い
ただけます。できるだけ正確な内容を理解していただくために、セミナーの受講を
おすすめします。

インストラクター資格をお持ちの方

全国で開催中の「カリキュラム改定伝達セミナー」を受講していない方もご指導い
できるだけ正確な内容を理解していただくために、セミナーの受講を

９月からサロンに
入会予定だった方に

早速、新カリキュラムで
指導しています。

インストラクターのお声

インストラクターの皆さまは、どなたでも指導できます

◆一番の特徴は【転写紙コース】【上絵の具・装飾コース】の２段階のカリキュラム
構成であることです。

◆生徒さんの募集段階でのサロン（教室）入会のハードルを下げ、生徒さんに目標
を持ってサロン（教室）へ通っていただくことをおすすめしやすいカリキュラム内容
となっています。

◆一番の特徴は
構成であることです。

◆生徒さんの募集段階でのサロン（教室）入会のハードルを下げ、生徒さんに目標
を持ってサロン（教室）へ通っていただくことをおすすめしやすいカリキュラム内容
となっています。

資格取得には興味のなかった
フリーレッスンの方に

【転写紙コース】をおすすめ
したところ、カリキュラムの受
講を始めていただけました。

インストラクターのお声

生徒さん募集に適したカリキュラム内容

◆ご指導の前にカリキュラム内容を「テキスト」と「チェックシート」で確認の上、ご指導
ください。

◆知識や技術・技法の説明、作品制作の手順を細かく分かりやすく掲載しています。
チェックシートには図案も原寸大で掲載しています。

指導しやすい。学びやすい。「テキスト」と「チェックシート」

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

ご指導の前にカリキュラム内容を「テキスト」と「チェックシート」で確認の上、ご指導

知識や技術・技法の説明、作品制作の手順を細かく分かりやすく掲載しています。

指導しやすい。学びやすい。「テキスト」と「チェックシート」

課題作品の制作手順や
焼成温度の説明もあるので、

生徒さんにもとても
分かりやすい内容で

安心して指導しています。

インストラクターのお声


