山折

207mm̲P.5

山折

裏表紙

210mm̲P.6

洋 の講 座

初心者OK

講師

〈各講座共通〉

講師

10：00〜16：00（昼休憩 1 時間）
15 名

定 員

伊藤 三恵子

長年のヨーロッパ、アメリカ及びオーストラリア在住時に絵付けを学ぶ。数々の国際展示
会に出展、受賞歴多数。'11 年ポルトメガ エキシビション入賞、'12 年 IPAT サンフランシ
ス大会 金賞・銀賞、'13,・14 年バンコク、リスボン国際展示会入賞。一級絵付け技能
士、IPAT,JPAC, HKPPC 会員及び APAT 講師資格、サンアートスタジオ有田教室和
絵付け講師資格。ミラスタジオ主宰。著書「SANBUSAKU」

￥8,800（税込 1 日講座） ※材料費・焼成代実費別途

受講料
講習時刻

阿川 るみ

27 年間の海外滞在で学んだ絵付け技術とノウハウを基に独自のテクニックを提案。
'02 IPAT マスターティーチャー &アーティスト資格取得。'02 IPATロサンゼルス大会で
銅賞受賞、'14 同オーランド大会で金賞。JPAC,JPPA,IPAT,HKPPC 会員。ミラスタジ
オ主宰。

（

2021
Spring

Seminar
Japanese & European Style

ミクロモザイク｜ビギナーコース

1カリキュラムごとの受講OK

初心者OK

基礎的なムラのないスポンジング、ペンワークから、盛り、金・プラチナ・ラスター彩のヴァリエー
ションなどのモダンテクニックまで、初心者から経験者まで楽しみながら確かな技術が習得
できます。二人の講師が内容に応じて交代で担当し、
カリキュラムごとの受講が可能です。
※いずれも1日講座です。

210mm̲P.1

キルンアートを学び、楽しむ Studio KILN ART 講座のご案内

NEW

ミラ モダンスタイルペインティング｜1日講座

表紙

ミクロモザイクとは 18 世紀のヴァチカン発祥のガラス工芸で、現在では継承する
職人も希少となったモザイクジュエリーです。本講座では歴史や背景を交えな
がら、自分でカットした小さなガラス片を、特殊な粘土をひいた型枠（ベース皿）
に埋め込んでいく基本テクニックを学び、小さな空間に色鮮やかな世界が広が
るアクセサリーを10 種前後制作していきます。ビギナーコース終了後は徐々に
バーナーを使ってパーツを作り、インテリア小物を制作します。

2021 年 3 月 1 日（月）受付開始

新型コロナウイルス感染予防対応について

グリッターレリーフで彩るキラキラモノグラム

グリッターレリーフのキラキラジュエリー

キラキラと光沢のあるグリッターレリーフに好きな色の絵の具
を混ぜてご希望のイニシャルを描き、
ゴールドグリッターでスク
ロール模様を添える他、美しい大理石模様を描くテクニックも
学べます
（カップかプレートを選択）

阿川 るみ

講師
申込番号

799658

（商品番号）

お申込み締切

3種のグリッターレリーフを透明感のある盛り剤、金盛り、
ラメ
風の背景などで使い分け、通常の絵の具では表現できない
艶とキラキラ感のある宝石を1回焼成で描きます。

講師
講習日

5/26【水曜】

5 月 12 日（水） ※定員に達し次第受付終了

グラスコラレン アクアリウム

申込番号

（商品番号）

コラレンの語源は“珊瑚”。講師考案のコラレン専用の盛り絵
の具をガラス用絵の具に混ぜ、
ガラス板上にしっかりと盛り上
げた上にガラスビーズを撒いて、色鮮やかな海の生きものを
表現します。タイルには上絵付で背景を施して重ねることで、
立体感のあるテクスチャーが引き立ちます。

阿川 るみ
799659

お申込み締切

伊藤 三恵子

講師
講習日

申込番号

6/23【水曜】

799660

（商品番号）

6 月 9 日（水）※定員に達し次第受付終了

お申込み締切

なかの雅章

講師

'93 年日本宝飾クラフト学院卒業、体験とんぼ玉を始める。スペインへ留学。
'00 年「おしゃれ工房海津屋」とんぼ玉教室主催。'09 年ビーズグランプリ・ガラス玉部門大賞、'11
年東京都伝統的工芸品チャレンジ大賞・優秀賞・奨励賞、'17 年東京マイスター受賞、'18 年北
区区民文化奨励賞受賞。自身の作品制作の他、指導者育成にも努める。

中野とっと

講師

4/6

5/11

6/1

7/20

8/3

9/7

￥52,800（税込 6 回分）

※材料費別途：基本工具キット約￥5,000、アクセサリーキットは各回￥8,000 〜￥16,000 程度

JMMA 協会理事。作品制作の他、ミクロモザイクの歴史、現在の作家などを研究。

講習日

799661
受講料

月1回 【火曜】 10：30〜15：30（昼休憩1時間）

全6回

申込番号

（商品番号）

• 教室内は新型コロナウイルス感染予防対策を講じ、皆さまには安心・安全に受講いただけるよう努めております。
• 状況により、講座によっては日程変更や中止の可能性があります。
その場合はKilnArtサイト
『Studio KINLART』のトップページにてご案内します。

定 員

15 名

お申込み締切

和の講 座

3 月 26 日（金）※定員に達し次第受付終了

7/28【水曜】

カリグラフィック・ペンワーク｜初級

7 月 14 日（水）※定員に達し次第受付終了

初心者OK

NEW

初級〜中級〜上級〜研究科

初心者OK

伴 美由貴

全6回

申込番号

799662

4/17

月1回 【土曜】 10：00〜16：00（昼休憩1時間）

5/15

6/19

7/17

8/21

講師

9/18

※基本工具￥5,000 程度（絵の具・使用白磁・焼成代別途）

10 名

定 員

お申し込み方法

キルンアートプレミアム会員の皆さま
及び一般会員の皆さま
同封のオーダーシートに必要事項をご記入のうえ、FAX に
てお申し込みください。オーダーシートの「商品番号」欄に
申込番号を、
「商品名」欄にセミナー名をご記入ください。

佼成図書館

スタジオ共通入会金について

日本ヴォーグ社

和田見橋

弥生町5丁目バス停

※1 年以上休会、退会されていた場合、また 1 日講座のみの受講をされていた場合も入会金が必要となりますのでご了承ください。
※スタジオのみで販売する該当講座の特別教材を生徒割引でお買い求めいただけます。

丸ノ内線

中野富士見町駅から 約520ｍ

京王バス便

弥生町5丁目 バス停から 約80ｍ
南台図書館 バス停から 約190ｍ

● Studio KILN ART 店頭、
お電話、FAX、
メールにていつでも承っております。
お気軽にお問い合わせください。

￥16,500（税込 2.5 時間のレッスンを4 回分）

ヨーロピアンスタイルで描くブローチ
詳細・お申込み

受講料・講習日
開講日の 13：30 〜 16：00 に開催

営業時間

9：30〜18：00（年末年始・土・日・祝日除く） ※ショップの営業は17：00まで

NEW

ご希望の日程の 7 営業日までにStudio KILNARTまで
お知らせください。人数に限りがあります。

ショップ直通 ☎

kilnart@kilnart.jp

定 員

15名

お申込み締切

3 月 31 日（水）※定員に達し次第受付終了

北村 和義

出井正江・渡辺ひろ子

￥17,600（税込 月2 回分）

お申込み

月初めから受講いただけます

※材料費・焼成代別途

月初めから受講いただけます

￥2,750（税込 材料・焼成代込）

E-mail

￥35,200（税込 4回分）

初級〜中級〜上級〜研究科

月謝

体験講座

ポーセリンデコレーション

粘土で手づくりしたブーケを白磁に貼り付けて、可愛く
てお洒落なボックスを作ります。
お申込み
ご希望の日程の 7 営業日までにStudio KILNART
までお知らせください。人数に限りがあります。
受講料・講習日
￥5,500（税込 材料・焼成代込）
開講日の 13：30 〜 16：00 に開催

5/19

※材料費別途：約 38,000 円（8 寸皿・マグカップ各 1、筆 2 〜 3 種、本金、絵の具 8 色他）
※ブライト金液・ブライトプラチナ液をお持ちでない方は別途￥22,000 程度必要

第2・4【火曜】 10:00〜16:00（昼休憩1時間）

月謝

Studio KILN ART （株）日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会 〒164-8705 中野区弥生町 5 丁目 6 番 11号 3F
03-3383-0657

5/18

講習日時

10:00〜16:00（昼休憩1時間）

体験講座

4/21

磁器のボディに、陶土を染み込ませたレースを丁寧に貼り付
けて焼成し、美しく色付けして仕上げるレースドールは、
その
繊細で優美な姿が魅力です。
アメリカの著名作家である、故
エレン・グローム女史直伝のテクニックを楽しく学びます。
講師

講習日時

お申込み

▼方南町

初心者OK

第 2・4【月曜】および 第 1・3【木曜】

※材料費・焼成代別途

東京地下鉄
研修センター

和田一丁目

Studio KILN ART の常設講座を初めて受講いただく場合、￥16,500 の共通入会金を初回レッスン時にお支払いいただ
きます。★印の 1Day・短期・特別講座は該当しません

お問い合わせ・教室見学

富士見橋西

方南通り

※前日・当日のキャンセルの場合、受講料のご返金はいたしませんのでご了承ください。

松屋

中野通り

線
内
ノ
丸
鉄
下
地

受講料のお支払いや当日の持ち物につきましては、後日ご案内させていただきます。各講座とも定員制につき、お申し込み後の
キャンセルは原則的にお受けできませんので、日程など十分にご検討くださいますよう、お願いいたします。何らかの理由でお申し
込みを取り消される場合、開催 6 日前からはキャンセル料（受講料の 30％+ 返金手数料￥500）をお支払いいただきます。

今井幸子・長谷川弘美

南台

4/20

体験講座
あり

レースドール

初級〜中級〜上級〜研究科
（講師資格取得コースまたは自由制作コース）

本コースはヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも開催しています。詳細は ☎06-6241-1075 まで

南台図書館バス停

0120-923-258

体験講座
あり

ヨーロッパ伝統のスタイルで、花や果物、
風景などを手描きする技術を、
初心者から系統的に学べます。

講師

▲新宿方面
中野富士見町

※営業時間 9：00〜17：00（日・祝日を除く）

寿橋

神田川

お電話でのお申し込み・お問い合わせは

※24時間ご利用いただけます。

0120-923-147

2021年3月1日
（月）

こちらの講座のお申し込みは、
『キルンアート通販受注
センター』までお電話でお願いいたします。
下記のお申込み用フリーダイヤルにて承りますので、申込
番号・セミナー名をお伝えください。

お申し込み専用FAX

初心者OK

講座受付開始日

日本キルンアート協会会員制会員の皆さま

799652
受講料

【火曜・水曜】10：30〜16：30（昼休憩1時間）

全4回

申込番号（商品番号）

4 月 2 日（金）※定員に達し次第受付終了

お申込み締切

ヨーロピアンチャイナペインティング

（ 講座の受講料はポイント対象外となります。
ご了承ください。）

4 回講座で、線描色絵金彩の 8 寸皿（約 24cm）とマグカップを制作

'10 年 第 49 回日本現代美術工芸展最高賞受賞、第 66 回日本現代工芸美術展現代工芸賞受
賞。'12 年 奈良薬師寺・奉賛会記念品作成。'14 年 現代美術展審査委員に就任。'17 年 日展会
友に就任。全国の百貨店・ギャラリーで個展を多数開催、ユニクロ、REGAL、コムサなどのアパ
レル企業のみならず、広範囲の企業とのコラボレーション作品を多数制作。

￥52,800（税込 6 回分）

受講料

特別講座

動物や草花を独自の世界観で表現、伝統技法を現代に活かすモダンで装飾
性の高い北村和義先生の作品は、多方面で注目を集めています。講座では伝
統文様を黒の絵の具で描き埋め、盛りや金粉、金液・プラチナ液を使った金襴
手で艶やかに彩るテクニックを学びます。和絵付のみならず、洋絵付ペインター
の方にもおすすめです。

大阪市立工芸高校金属工芸科（現在プロダクトデザイン科）卒業。 96 年から小田原真喜子先
生にカリグラフィーを師事、 07 年 J.F.C.C. プロフェッサー取得。 01 年ポーセラーツインストラクター
取得。カリグラフィーの技術を磁器絵付けにも活かし、PONTE NOTTE 主宰の他、カルチャー教
室講師としても活躍中。

（商品番号）

●

九谷焼上絵付
『線描色絵金彩を愉しむ』
（4回講座）

月1 回、全 6 回のコースです。ポインテッドペンとからす口を使った 2 書体、リム
やフレームの装飾模様を学びます。
講師

日本の伝統工芸を各ジャンルの一流作家・伝統工芸士が指導
現地で使用の磁器・絵の具・専用の筆工具を使用
● 歴史や背景に触れ、楽しみながらステップアップできるオリジナルカリキュラム
●

オンラインショップOPEN !
日本が誇る伝統工芸 “手描き絵付陶磁器”
古今東西、多くの人々を魅了してきた 3 大産地、有田焼・九谷焼・京焼
当ショップでは、Studio KILN ARTの講師も務める伝統工芸士・人気作家をセレクト、
うつわや花器、
アクセサリーなど暮らしを彩る、選りすぐりの逸品を販売しています。

伝統絵付で愉しむくらし展
オンラインショップ
https://www.kurashiten.shop/

）

谷折り

210mm̲P.2

谷折り

210mm̲P.3

和 の講 座

九谷焼上絵付
初心者OK

初級〜中級〜上級〜研究科（資格認定/自由制作）

赤一色で緻密に小紋を配する「赤絵細描」、緑・紫・紺青・黄の盛り
絵具で大胆な構図を描く「青手」と赤を加えた「五彩」、色鮮やかな花を
描きつめる 花詰め や青い点描 青粒 を絶妙に配置し、金彩を施した
「色絵金襴手」。本講座では現地でも師事することが難しい第一人者の
監修・指導により、その歴史や背景も交えながら九谷焼上絵付の魅力
を本格的に学ぶことができます。

5 月より
新期スタート

第8期（6月開講）の募集について
現在3講座とも満席です。
4月20日の時点で空席が生じた場合のみ、
ご入会いただけますが希望者が多い場合は
4月末に抽選とさせていただきます。ご希望の講座、お名前・ご住所・電話番号をEメールに
てお知らせください。
E-mail

kilnart@kilnart.jp

受講料と講座時間（3講座とも）
￥52,800（税込 6回分） 【月1回】指定曜日
※材料費・焼成代別途

10：30〜16：30（昼休憩1時間）

※いずれも7 期までの受講生との混合クラス

あ か え さ い び ょう

赤絵細描講座
監修

福島 武山

講師

福島 礼子（福島 武山工房）

【木曜】もしくは【金曜】クラス

※8 月は休講

木曜

6/3

7/1

9/2

10/7

11/4 12/2

金曜

6/4

7/2

9/3

10/8

11/5 12/3

材料費

初級セット：約￥19,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

赤絵細描講座はヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも
開催しています。詳細は☎06-6241-1075まで

清水 桂子ペインティングサロン

有田上絵付 第 51 期｜初級

初心者OK

初級〜中級〜上級〜研究科（資格認定/自由制作/染付 自由制作）

絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

国内外のコンベンションやワークショップでもご活躍の清水先生によるオリジ
ナルテクニック講座、少人数でしっかりと技術が学べます。

普段使いの器から豪華絢爛な金襴手の飾り皿まで、伝統的な魅力にあ
ふれた有田焼の絵付を筆や顔料の扱い、骨描きから彩色といった基礎
から学べる人気コースです。初級〜上級コース修了後の研究科では、
呉須 ( 下絵の具）による本格的な染付（下絵付）も学びます。

※月1 回（第 2 水曜日）の定期講座ですが、複数回で 1カリキュラムとなり、
カリキュラムごとにご参加いただけます。
（複数回の焼成で仕上げるため
1日のみの受講はできません）

※伝統的な花絵 6 課題 12 作品（＋自由作品 2 枚）を制作、初級修了後
は中級〜上級〜研究科に進みます。

77 年 柿右衛門窯に絵付工として入り、赤絵付を手がけ、翌年より有田物産に入社、染
付の大物絵付を学び、各地で陶壁画を制作。 87 年独立、岩永錦付工房を設立。 01 年
伊万里･有田焼伝統工芸士（加飾部門）認定。 04 年一級技能士認定。

本コースはヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも開催しています。
詳細は ☎06-6241-1075 まで

全6回

申込番号（商品番号）

799653

5/21

月 1 回【金曜】 10：30〜16：30（昼休憩1時間）

6/18

7/16

8/20

9/17

受講料

￥52,800（税込 6 回分）※材料費別途：￥30,000 程度

定 員

5名

お申込み締切

10/22

ごさい

※上級以上の受講生との混合クラスです

4 月 15 日（木）※定員に達し次第受付終了

金継ぎを極める
漆と金粉を使用する伝統的な金継ぎの一連の作業を、材料の扱い、基
本的な工程から丁寧に学び、お手持ちの愛着深い食器をリユースして
いただけます。

第 1・3【月曜】

しんせいがま

宮本 雅夫（真生窯）

お申込み締切

13：30〜16：00

【木曜】もしくは【金曜】クラス
木曜
金曜
材料費

6/10
6/11

7/8
7/9

9/9

※8 月は休講

月初めより入会可

4/14

洋の講 座

初級セット：約￥31,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

4 月より
新期スタート

●
●

定 員

10名

い ろえきんら ん で

次田 篤史

東京藝術大学大学院・工芸科漆芸専攻卒業。卒業後も蒔絵を中心とした作品制作に励み、現在は自身
の作品制作のほかカルチャー教室講師として蒔絵や金継ぎの指導にあたっている。

監修

たか

あきら

こうがい

高 明（光崖二代）

講師

たか

そうぶん

こうがい

高 聡文（光崖三代）

【木曜】もしくは【金曜】クラス

※7 月は休講

木曜

6/24 8/26 9/30 10/28 11/25 12/23

金曜

6/25 8/27 10/1 10/29 11/26 12/24

申込番号

（商品番号）

799656

初級セット：約￥59,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

講習日時

4/24【土曜】

清水 桂子

6名

お申込み締切

※画像はイメージ、セミナー課題は当日の決定となります。

10:30〜16:30
（昼休憩あり）

受講
特典

￥34,100（税込）

定 員

講座当日、受講者お一人お一人にマーティシ先生が
見本作品を描き上げ、進呈いたします！
セミナー当日、先生のご提案により図案を決定し、そのサイズに沿った白磁をショップ
からお選びいただき、
２枚購入してください（19フラットプラークまたはケーキ皿程度の
大きさ）。
１枚は先生が講座終了時までに見本として仕上げてくださいます。

4 月9日（金）※定員に達し次第受付終了

花島 悦子 ペインティングサロン

西 洋 金 継ぎ 〜カラーフィル〜

1カリキュラムごとの受講OK
絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

国内外のコンクールでの受賞歴、指導経験も豊富な花島悦子先生の
「和風モダン」な表現が学べる人気セミナー。アメリカンスタイルのペイン
ティングと多彩な装飾技術の融合が楽しめます。
※月1 回（第 4 金曜日）の定期講座ですが、4 回で 1カリキュラムとなり、カリ
キュラムごとにご参加いただけます（複数回の焼成で仕上げるため 1日のみ
の受講はできません）
before

※初めは欠けや破損の程度が軽い陶磁器からお持ちいただきます。
※継続していただくと、
さらにステップアップした技術が学べます。

after

クラシカルフレームワーク＆薔薇とアネモネのブーケ
●3種の特殊盛り
・フレームワーク・アメリカンペインティング技法

講師
材料費

3月31日（水）※定員に達し次第受付終了

※材料費別途：白磁 2 枚実費、テレピン・オイルセット￥1,650
（絵具は先生が用意されたものを分けて使用）
・焼成代

伝統技法からモダンテクニックまで、各ジャンルの一流作家、専門講師による指導
各講師セレクトの磁器、絵の具、専用工具を使用
楽しみながらステップアップできるオリジナルカリキュラム

カラーフィル とは、
オリジナルに限りなく近く色あわせした専用のパテを、陶
磁器の欠損部分に充填して修復する技術で、大英博物館をはじめイギリス
のトップ修復家が使っている技法です。
日本の金継ぎとは異なり、オリジナ
ルの色・透明度・質感にマッチさせて修復し、保存することを目的としていま
す。本講座では、
イギリスや日本で多くの美 術 品の修 復を手 掛けてきた経
験豊富な講師に、基礎からこの技術をご指導いただき、
ご自分で修復した
い陶磁器も同時に手掛けていきます。

お申込み締切

講師

国内外で様々なポーセリン・ペインティング技法を学び、
伝統的な絵付けのみならず、
ラスターや装飾技法を使
った、
デザイン性の高いアートとしての上絵付けを研究。14年3月
「Salon de Lyon」
（仏・リヨン）
でプロフェッショ
ナル部門一位、
同年5月に
「PAC BC Convention」
（カナダ・BC州）
で一位を受賞。15年3月にタイ政府主催の
「ＴＩ
ＰＰ2015」
でグランプリを受賞。17年3月
「Salon de Lyon」
で栄誉賞、
18年には優秀賞を受賞

マーティシ・ミクロシュ

初心者OK

色絵金襴手講座

7/14

￥39,600（税込 4回分）※材料費・焼成代実費別途

受講料
●

6/9

56 年ハンガリー・ナジバージョンニ生まれ。ヘレンド社付属ペインター学校を卒業後、同社
に入社。 87 年マスターペインター試験に合格。同社の歴史上五指に入る技術をもつと讃え
られ、大相撲ハンガリー友好杯などの制作を担当する。 95 年同社を退職、現在はフリーとし
て日本とハンガリーを中心に、創作活動・技術指導を精力的に行っている。

10/14 11/11 12/9

9/10 10/15 11/12 12/10

5/12

受講料

講師

講師

ご入会希望の 2 週間前までに☎03-3383-0657または Eメールにて（kilnart@kilnart.jp）
空席状況をご確認ください。
※満席になり次第受付終了

月 1 回【水曜】10：00〜16：00（昼休憩1時間）

全4回

滞日経験も長いマーティシ・ミクロシュ先生の講座を名古屋の陶彩館との
共催で年 2 回（春・秋）開講します。先生が 40 年にわたるペインター生
活の中で培った技術と経験を余すことなく伝授、少人数クラスで、卓越し
たペインティングテクニックに触れることができます。

※材料費別途：初心者セッ
ト約￥24,000（蒔絵筆・へら・金粉ほか専用材料工具）

監修・講師

申込番号（商品番号）

絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

￥8,800（税込 月2 回分）

受講料

彩ります。

マーティシ・ミクロシュ ペインティングサロン
1日講座

初心者OK

講習日時

あおで

●愛らしい少女のポートレートをラスター彩やメタリックゴールドのスクラッチングで

799655

※初めは欠けや破損の程度が軽い陶磁器からお持ちいただきます。

五彩・青手講座

ガール・イン・ザ・フォレスト

※講師作品

すみのり

岩永 純則（岩永錦付工房）

講師
※画像はいずれも中級の課題

207mm̲P.4

佐野 智恵子

92 年渡英後、現サザビーズ・インスティチュートにて西洋美術史を学ぶ。96 年から2 年間
ウェストディーンカレッジで、陶磁器の修復を研修。その間、大英博物館の収蔵品修復に携
わる。00 年に帰国後、工房いにしへ開業。重要文化財指定の東京都庭園美術館の香水
塔（2014 年）、北の間タイル（2017 年）の修復に携わった他、愛知県陶磁美術館、岐阜現
代陶芸美術館など収蔵品の修復を請け負う。以後も名古屋と東京の工房にて古陶磁器修
復家として活躍中。

申込番号

（商品番号）

799654

全6回

4/7

受講料

￥52,800（税込 6 回分

定 員

4名

月1 回 【 水 曜 】 10：00〜16：00（昼休憩1時間）

5/12

6/2

7/7

8/4

※材料費別途：基本修復キット￥16,000、共同使用材料費￥1,800 程度
お申込み締切

3 月 31 日（水）※定員に達し次第受付終了

9/1

申込番号（商品番号）

799657

月 1 回【金曜】10：00〜16：00（昼休憩1時間）

全4回

3/26

4/16

5/28

6/25

受講料

￥39,600（税込 4回分）※材料費・焼成代実費別途

定 員

15名

お申込み締切

3月18日（木）※定員に達し次第受付終了

講師

花島 悦子

多様な上絵付技法を融合した和風モダンな独自の境地を追求。国内外での受賞歴多数。世界最大の絵
付スクール「GAセミナー」にて日本人初の招聘講師となる。米国、香港、シンガポール、オーストラリアなど
海外での指導経験も豊富。一級陶磁器技能士、JPAC、IPAT 会員。Etsuko Hanajima Studio 主宰。

谷折り

210mm̲P.2

谷折り

210mm̲P.3

和 の講 座

九谷焼上絵付
初心者OK

初級〜中級〜上級〜研究科（資格認定/自由制作）

赤一色で緻密に小紋を配する「赤絵細描」、緑・紫・紺青・黄の盛り
絵具で大胆な構図を描く「青手」と赤を加えた「五彩」、色鮮やかな花を
描きつめる 花詰め や青い点描 青粒 を絶妙に配置し、金彩を施した
「色絵金襴手」。本講座では現地でも師事することが難しい第一人者の
監修・指導により、その歴史や背景も交えながら九谷焼上絵付の魅力
を本格的に学ぶことができます。

5 月より
新期スタート

第8期（6月開講）の募集について
現在3講座とも満席です。
4月20日の時点で空席が生じた場合のみ、
ご入会いただけますが希望者が多い場合は
4月末に抽選とさせていただきます。ご希望の講座、お名前・ご住所・電話番号をEメールに
てお知らせください。
E-mail

kilnart@kilnart.jp

受講料と講座時間（3講座とも）
￥52,800（税込 6回分） 【月1回】指定曜日
※材料費・焼成代別途

10：30〜16：30（昼休憩1時間）

※いずれも7 期までの受講生との混合クラス

あ か え さ い び ょう

赤絵細描講座
監修

福島 武山

講師

福島 礼子（福島 武山工房）

【木曜】もしくは【金曜】クラス

※8 月は休講

木曜

6/3

7/1

9/2

10/7

11/4 12/2

金曜

6/4

7/2

9/3

10/8

11/5 12/3

材料費

初級セット：約￥19,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

赤絵細描講座はヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも
開催しています。詳細は☎06-6241-1075まで

清水 桂子ペインティングサロン

有田上絵付 第 51 期｜初級

初心者OK

初級〜中級〜上級〜研究科（資格認定/自由制作/染付 自由制作）

絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

国内外のコンベンションやワークショップでもご活躍の清水先生によるオリジ
ナルテクニック講座、少人数でしっかりと技術が学べます。

普段使いの器から豪華絢爛な金襴手の飾り皿まで、伝統的な魅力にあ
ふれた有田焼の絵付を筆や顔料の扱い、骨描きから彩色といった基礎
から学べる人気コースです。初級〜上級コース修了後の研究科では、
呉須 ( 下絵の具）による本格的な染付（下絵付）も学びます。

※月1 回（第 2 水曜日）の定期講座ですが、複数回で 1カリキュラムとなり、
カリキュラムごとにご参加いただけます。
（複数回の焼成で仕上げるため
1日のみの受講はできません）

※伝統的な花絵 6 課題 12 作品（＋自由作品 2 枚）を制作、初級修了後
は中級〜上級〜研究科に進みます。

77 年 柿右衛門窯に絵付工として入り、赤絵付を手がけ、翌年より有田物産に入社、染
付の大物絵付を学び、各地で陶壁画を制作。 87 年独立、岩永錦付工房を設立。 01 年
伊万里･有田焼伝統工芸士（加飾部門）認定。 04 年一級技能士認定。

本コースはヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも開催しています。
詳細は ☎06-6241-1075 まで

全6回

申込番号（商品番号）

799653

5/21

月 1 回【金曜】 10：30〜16：30（昼休憩1時間）

6/18

7/16

8/20

9/17

受講料

￥52,800（税込 6 回分）※材料費別途：￥30,000 程度

定 員

5名

お申込み締切

10/22

ごさい

※上級以上の受講生との混合クラスです

4 月 15 日（木）※定員に達し次第受付終了

金継ぎを極める
漆と金粉を使用する伝統的な金継ぎの一連の作業を、材料の扱い、基
本的な工程から丁寧に学び、お手持ちの愛着深い食器をリユースして
いただけます。

第 1・3【月曜】

しんせいがま

宮本 雅夫（真生窯）

お申込み締切

13：30〜16：00

【木曜】もしくは【金曜】クラス
木曜
金曜
材料費

6/10
6/11

7/8
7/9

9/9

※8 月は休講

月初めより入会可

4/14

洋の講 座

初級セット：約￥31,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

4 月より
新期スタート

●
●

定 員

10名

い ろえきんら ん で

次田 篤史

東京藝術大学大学院・工芸科漆芸専攻卒業。卒業後も蒔絵を中心とした作品制作に励み、現在は自身
の作品制作のほかカルチャー教室講師として蒔絵や金継ぎの指導にあたっている。

監修

たか

あきら

こうがい

高 明（光崖二代）

講師

たか

そうぶん

こうがい

高 聡文（光崖三代）

【木曜】もしくは【金曜】クラス

※7 月は休講

木曜

6/24 8/26 9/30 10/28 11/25 12/23

金曜

6/25 8/27 10/1 10/29 11/26 12/24

申込番号

（商品番号）

799656

初級セット：約￥59,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

講習日時

4/24【土曜】

清水 桂子

6名

お申込み締切

※画像はイメージ、セミナー課題は当日の決定となります。

10:30〜16:30
（昼休憩あり）

受講
特典

￥34,100（税込）

定 員

講座当日、受講者お一人お一人にマーティシ先生が
見本作品を描き上げ、進呈いたします！
セミナー当日、先生のご提案により図案を決定し、そのサイズに沿った白磁をショップ
からお選びいただき、
２枚購入してください（19フラットプラークまたはケーキ皿程度の
大きさ）。
１枚は先生が講座終了時までに見本として仕上げてくださいます。

4 月9日（金）※定員に達し次第受付終了

花島 悦子 ペインティングサロン

西 洋 金 継ぎ 〜カラーフィル〜

1カリキュラムごとの受講OK
絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

国内外のコンクールでの受賞歴、指導経験も豊富な花島悦子先生の
「和風モダン」な表現が学べる人気セミナー。アメリカンスタイルのペイン
ティングと多彩な装飾技術の融合が楽しめます。
※月1 回（第 4 金曜日）の定期講座ですが、4 回で 1カリキュラムとなり、カリ
キュラムごとにご参加いただけます（複数回の焼成で仕上げるため 1日のみ
の受講はできません）
before

※初めは欠けや破損の程度が軽い陶磁器からお持ちいただきます。
※継続していただくと、
さらにステップアップした技術が学べます。

after

クラシカルフレームワーク＆薔薇とアネモネのブーケ
●3種の特殊盛り
・フレームワーク・アメリカンペインティング技法

講師
材料費

3月31日（水）※定員に達し次第受付終了

※材料費別途：白磁 2 枚実費、テレピン・オイルセット￥1,650
（絵具は先生が用意されたものを分けて使用）
・焼成代

伝統技法からモダンテクニックまで、各ジャンルの一流作家、専門講師による指導
各講師セレクトの磁器、絵の具、専用工具を使用
楽しみながらステップアップできるオリジナルカリキュラム

カラーフィル とは、
オリジナルに限りなく近く色あわせした専用のパテを、陶
磁器の欠損部分に充填して修復する技術で、大英博物館をはじめイギリス
のトップ修復家が使っている技法です。
日本の金継ぎとは異なり、オリジナ
ルの色・透明度・質感にマッチさせて修復し、保存することを目的としていま
す。本講座では、
イギリスや日本で多くの美 術 品の修 復を手 掛けてきた経
験豊富な講師に、基礎からこの技術をご指導いただき、
ご自分で修復した
い陶磁器も同時に手掛けていきます。

お申込み締切

講師

国内外で様々なポーセリン・ペインティング技法を学び、
伝統的な絵付けのみならず、
ラスターや装飾技法を使
った、
デザイン性の高いアートとしての上絵付けを研究。14年3月
「Salon de Lyon」
（仏・リヨン）
でプロフェッショ
ナル部門一位、
同年5月に
「PAC BC Convention」
（カナダ・BC州）
で一位を受賞。15年3月にタイ政府主催の
「ＴＩ
ＰＰ2015」
でグランプリを受賞。17年3月
「Salon de Lyon」
で栄誉賞、
18年には優秀賞を受賞

マーティシ・ミクロシュ

初心者OK

色絵金襴手講座

7/14

￥39,600（税込 4回分）※材料費・焼成代実費別途

受講料
●

6/9

56 年ハンガリー・ナジバージョンニ生まれ。ヘレンド社付属ペインター学校を卒業後、同社
に入社。 87 年マスターペインター試験に合格。同社の歴史上五指に入る技術をもつと讃え
られ、大相撲ハンガリー友好杯などの制作を担当する。 95 年同社を退職、現在はフリーとし
て日本とハンガリーを中心に、創作活動・技術指導を精力的に行っている。

10/14 11/11 12/9

9/10 10/15 11/12 12/10

5/12

受講料

講師

講師

ご入会希望の 2 週間前までに☎03-3383-0657または Eメールにて（kilnart@kilnart.jp）
空席状況をご確認ください。
※満席になり次第受付終了

月 1 回【水曜】10：00〜16：00（昼休憩1時間）

全4回

滞日経験も長いマーティシ・ミクロシュ先生の講座を名古屋の陶彩館との
共催で年 2 回（春・秋）開講します。先生が 40 年にわたるペインター生
活の中で培った技術と経験を余すことなく伝授、少人数クラスで、卓越し
たペインティングテクニックに触れることができます。

※材料費別途：初心者セッ
ト約￥24,000（蒔絵筆・へら・金粉ほか専用材料工具）

監修・講師

申込番号（商品番号）

絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

￥8,800（税込 月2 回分）

受講料

彩ります。

マーティシ・ミクロシュ ペインティングサロン
1日講座

初心者OK

講習日時

あおで

●愛らしい少女のポートレートをラスター彩やメタリックゴールドのスクラッチングで

799655

※初めは欠けや破損の程度が軽い陶磁器からお持ちいただきます。

五彩・青手講座

ガール・イン・ザ・フォレスト

※講師作品

すみのり

岩永 純則（岩永錦付工房）

講師
※画像はいずれも中級の課題

207mm̲P.4

佐野 智恵子

92 年渡英後、現サザビーズ・インスティチュートにて西洋美術史を学ぶ。96 年から2 年間
ウェストディーンカレッジで、陶磁器の修復を研修。その間、大英博物館の収蔵品修復に携
わる。00 年に帰国後、工房いにしへ開業。重要文化財指定の東京都庭園美術館の香水
塔（2014 年）、北の間タイル（2017 年）の修復に携わった他、愛知県陶磁美術館、岐阜現
代陶芸美術館など収蔵品の修復を請け負う。以後も名古屋と東京の工房にて古陶磁器修
復家として活躍中。

申込番号

（商品番号）

799654

全6回

4/7

受講料

￥52,800（税込 6 回分

定 員

4名

月1 回 【 水 曜 】 10：00〜16：00（昼休憩1時間）

5/12

6/2

7/7

8/4

※材料費別途：基本修復キット￥16,000、共同使用材料費￥1,800 程度
お申込み締切

3 月 31 日（水）※定員に達し次第受付終了

9/1

申込番号（商品番号）

799657

月 1 回【金曜】10：00〜16：00（昼休憩1時間）

全4回

3/26

4/16

5/28

6/25

受講料

￥39,600（税込 4回分）※材料費・焼成代実費別途

定 員

15名

お申込み締切

3月18日（木）※定員に達し次第受付終了

講師

花島 悦子

多様な上絵付技法を融合した和風モダンな独自の境地を追求。国内外での受賞歴多数。世界最大の絵
付スクール「GAセミナー」にて日本人初の招聘講師となる。米国、香港、シンガポール、オーストラリアなど
海外での指導経験も豊富。一級陶磁器技能士、JPAC、IPAT 会員。Etsuko Hanajima Studio 主宰。

谷折り

210mm̲P.2

谷折り

210mm̲P.3

和 の講 座

九谷焼上絵付
初心者OK

初級〜中級〜上級〜研究科（資格認定/自由制作）

赤一色で緻密に小紋を配する「赤絵細描」、緑・紫・紺青・黄の盛り
絵具で大胆な構図を描く「青手」と赤を加えた「五彩」、色鮮やかな花を
描きつめる 花詰め や青い点描 青粒 を絶妙に配置し、金彩を施した
「色絵金襴手」。本講座では現地でも師事することが難しい第一人者の
監修・指導により、その歴史や背景も交えながら九谷焼上絵付の魅力
を本格的に学ぶことができます。

5 月より
新期スタート

第8期（6月開講）の募集について
現在3講座とも満席です。
4月20日の時点で空席が生じた場合のみ、
ご入会いただけますが希望者が多い場合は
4月末に抽選とさせていただきます。ご希望の講座、お名前・ご住所・電話番号をEメールに
てお知らせください。
E-mail

kilnart@kilnart.jp

受講料と講座時間（3講座とも）
￥52,800（税込 6回分） 【月1回】指定曜日
※材料費・焼成代別途

10：30〜16：30（昼休憩1時間）

※いずれも7 期までの受講生との混合クラス

あ か え さ い び ょう

赤絵細描講座
監修

福島 武山

講師

福島 礼子（福島 武山工房）

【木曜】もしくは【金曜】クラス

※8 月は休講

木曜

6/3

7/1

9/2

10/7

11/4 12/2

金曜

6/4

7/2

9/3

10/8

11/5 12/3

材料費

初級セット：約￥19,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

赤絵細描講座はヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも
開催しています。詳細は☎06-6241-1075まで

清水 桂子ペインティングサロン

有田上絵付 第 51 期｜初級

初心者OK

初級〜中級〜上級〜研究科（資格認定/自由制作/染付 自由制作）

絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

国内外のコンベンションやワークショップでもご活躍の清水先生によるオリジ
ナルテクニック講座、少人数でしっかりと技術が学べます。

普段使いの器から豪華絢爛な金襴手の飾り皿まで、伝統的な魅力にあ
ふれた有田焼の絵付を筆や顔料の扱い、骨描きから彩色といった基礎
から学べる人気コースです。初級〜上級コース修了後の研究科では、
呉須 ( 下絵の具）による本格的な染付（下絵付）も学びます。

※月1 回（第 2 水曜日）の定期講座ですが、複数回で 1カリキュラムとなり、
カリキュラムごとにご参加いただけます。
（複数回の焼成で仕上げるため
1日のみの受講はできません）

※伝統的な花絵 6 課題 12 作品（＋自由作品 2 枚）を制作、初級修了後
は中級〜上級〜研究科に進みます。

77 年 柿右衛門窯に絵付工として入り、赤絵付を手がけ、翌年より有田物産に入社、染
付の大物絵付を学び、各地で陶壁画を制作。 87 年独立、岩永錦付工房を設立。 01 年
伊万里･有田焼伝統工芸士（加飾部門）認定。 04 年一級技能士認定。

本コースはヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも開催しています。
詳細は ☎06-6241-1075 まで

全6回

申込番号（商品番号）

799653

5/21

月 1 回【金曜】 10：30〜16：30（昼休憩1時間）

6/18

7/16

8/20

9/17

受講料

￥52,800（税込 6 回分）※材料費別途：￥30,000 程度

定 員

5名

お申込み締切

10/22

ごさい

※上級以上の受講生との混合クラスです

4 月 15 日（木）※定員に達し次第受付終了

金継ぎを極める
漆と金粉を使用する伝統的な金継ぎの一連の作業を、材料の扱い、基
本的な工程から丁寧に学び、お手持ちの愛着深い食器をリユースして
いただけます。

第 1・3【月曜】

しんせいがま

宮本 雅夫（真生窯）

お申込み締切

13：30〜16：00

【木曜】もしくは【金曜】クラス
木曜
金曜
材料費

6/10
6/11

7/8
7/9

9/9

※8 月は休講

月初めより入会可

4/14

洋の講 座

初級セット：約￥31,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

4 月より
新期スタート

●
●

定 員

10名

い ろえきんら ん で

次田 篤史

東京藝術大学大学院・工芸科漆芸専攻卒業。卒業後も蒔絵を中心とした作品制作に励み、現在は自身
の作品制作のほかカルチャー教室講師として蒔絵や金継ぎの指導にあたっている。

監修

たか

あきら

こうがい

高 明（光崖二代）

講師

たか

そうぶん

こうがい

高 聡文（光崖三代）

【木曜】もしくは【金曜】クラス

※7 月は休講

木曜

6/24 8/26 9/30 10/28 11/25 12/23

金曜

6/25 8/27 10/1 10/29 11/26 12/24

申込番号

（商品番号）

799656

初級セット：約￥59,000（磁器・絵の具・筆道工具一式）

講習日時

4/24【土曜】

清水 桂子

6名

お申込み締切

※画像はイメージ、セミナー課題は当日の決定となります。

10:30〜16:30
（昼休憩あり）

受講
特典

￥34,100（税込）

定 員

講座当日、受講者お一人お一人にマーティシ先生が
見本作品を描き上げ、進呈いたします！
セミナー当日、先生のご提案により図案を決定し、そのサイズに沿った白磁をショップ
からお選びいただき、
２枚購入してください（19フラットプラークまたはケーキ皿程度の
大きさ）。
１枚は先生が講座終了時までに見本として仕上げてくださいます。

4 月9日（金）※定員に達し次第受付終了

花島 悦子 ペインティングサロン

西 洋 金 継ぎ 〜カラーフィル〜

1カリキュラムごとの受講OK
絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

国内外のコンクールでの受賞歴、指導経験も豊富な花島悦子先生の
「和風モダン」な表現が学べる人気セミナー。アメリカンスタイルのペイン
ティングと多彩な装飾技術の融合が楽しめます。
※月1 回（第 4 金曜日）の定期講座ですが、4 回で 1カリキュラムとなり、カリ
キュラムごとにご参加いただけます（複数回の焼成で仕上げるため 1日のみ
の受講はできません）
before

※初めは欠けや破損の程度が軽い陶磁器からお持ちいただきます。
※継続していただくと、
さらにステップアップした技術が学べます。

after

クラシカルフレームワーク＆薔薇とアネモネのブーケ
●3種の特殊盛り
・フレームワーク・アメリカンペインティング技法

講師
材料費

3月31日（水）※定員に達し次第受付終了

※材料費別途：白磁 2 枚実費、テレピン・オイルセット￥1,650
（絵具は先生が用意されたものを分けて使用）
・焼成代

伝統技法からモダンテクニックまで、各ジャンルの一流作家、専門講師による指導
各講師セレクトの磁器、絵の具、専用工具を使用
楽しみながらステップアップできるオリジナルカリキュラム

カラーフィル とは、
オリジナルに限りなく近く色あわせした専用のパテを、陶
磁器の欠損部分に充填して修復する技術で、大英博物館をはじめイギリス
のトップ修復家が使っている技法です。
日本の金継ぎとは異なり、オリジナ
ルの色・透明度・質感にマッチさせて修復し、保存することを目的としていま
す。本講座では、
イギリスや日本で多くの美 術 品の修 復を手 掛けてきた経
験豊富な講師に、基礎からこの技術をご指導いただき、
ご自分で修復した
い陶磁器も同時に手掛けていきます。

お申込み締切

講師

国内外で様々なポーセリン・ペインティング技法を学び、
伝統的な絵付けのみならず、
ラスターや装飾技法を使
った、
デザイン性の高いアートとしての上絵付けを研究。14年3月
「Salon de Lyon」
（仏・リヨン）
でプロフェッショ
ナル部門一位、
同年5月に
「PAC BC Convention」
（カナダ・BC州）
で一位を受賞。15年3月にタイ政府主催の
「ＴＩ
ＰＰ2015」
でグランプリを受賞。17年3月
「Salon de Lyon」
で栄誉賞、
18年には優秀賞を受賞

マーティシ・ミクロシュ

初心者OK

色絵金襴手講座

7/14

￥39,600（税込 4回分）※材料費・焼成代実費別途

受講料
●

6/9

56 年ハンガリー・ナジバージョンニ生まれ。ヘレンド社付属ペインター学校を卒業後、同社
に入社。 87 年マスターペインター試験に合格。同社の歴史上五指に入る技術をもつと讃え
られ、大相撲ハンガリー友好杯などの制作を担当する。 95 年同社を退職、現在はフリーとし
て日本とハンガリーを中心に、創作活動・技術指導を精力的に行っている。

10/14 11/11 12/9

9/10 10/15 11/12 12/10

5/12

受講料

講師

講師

ご入会希望の 2 週間前までに☎03-3383-0657または Eメールにて（kilnart@kilnart.jp）
空席状況をご確認ください。
※満席になり次第受付終了

月 1 回【水曜】10：00〜16：00（昼休憩1時間）

全4回

滞日経験も長いマーティシ・ミクロシュ先生の講座を名古屋の陶彩館との
共催で年 2 回（春・秋）開講します。先生が 40 年にわたるペインター生
活の中で培った技術と経験を余すことなく伝授、少人数クラスで、卓越し
たペインティングテクニックに触れることができます。

※材料費別途：初心者セッ
ト約￥24,000（蒔絵筆・へら・金粉ほか専用材料工具）

監修・講師

申込番号（商品番号）

絵付経験者（基本的な絵具、筆の扱いができる方）

￥8,800（税込 月2 回分）

受講料

彩ります。

マーティシ・ミクロシュ ペインティングサロン
1日講座

初心者OK

講習日時

あおで

●愛らしい少女のポートレートをラスター彩やメタリックゴールドのスクラッチングで

799655

※初めは欠けや破損の程度が軽い陶磁器からお持ちいただきます。

五彩・青手講座

ガール・イン・ザ・フォレスト

※講師作品

すみのり

岩永 純則（岩永錦付工房）

講師
※画像はいずれも中級の課題

207mm̲P.4

佐野 智恵子

92 年渡英後、現サザビーズ・インスティチュートにて西洋美術史を学ぶ。96 年から2 年間
ウェストディーンカレッジで、陶磁器の修復を研修。その間、大英博物館の収蔵品修復に携
わる。00 年に帰国後、工房いにしへ開業。重要文化財指定の東京都庭園美術館の香水
塔（2014 年）、北の間タイル（2017 年）の修復に携わった他、愛知県陶磁美術館、岐阜現
代陶芸美術館など収蔵品の修復を請け負う。以後も名古屋と東京の工房にて古陶磁器修
復家として活躍中。

申込番号

（商品番号）

799654

全6回

4/7

受講料

￥52,800（税込 6 回分

定 員

4名

月1 回 【 水 曜 】 10：00〜16：00（昼休憩1時間）

5/12

6/2

7/7

8/4

※材料費別途：基本修復キット￥16,000、共同使用材料費￥1,800 程度
お申込み締切

3 月 31 日（水）※定員に達し次第受付終了

9/1

申込番号（商品番号）

799657

月 1 回【金曜】10：00〜16：00（昼休憩1時間）

全4回

3/26

4/16

5/28

6/25

受講料

￥39,600（税込 4回分）※材料費・焼成代実費別途

定 員

15名

お申込み締切

3月18日（木）※定員に達し次第受付終了

講師

花島 悦子

多様な上絵付技法を融合した和風モダンな独自の境地を追求。国内外での受賞歴多数。世界最大の絵
付スクール「GAセミナー」にて日本人初の招聘講師となる。米国、香港、シンガポール、オーストラリアなど
海外での指導経験も豊富。一級陶磁器技能士、JPAC、IPAT 会員。Etsuko Hanajima Studio 主宰。

山折

207mm̲P.5

山折

裏表紙

210mm̲P.6

洋 の講 座

初心者OK

講師

〈各講座共通〉

講師

10：00〜16：00（昼休憩 1 時間）
15 名

定 員

伊藤 三恵子

長年のヨーロッパ、アメリカ及びオーストラリア在住時に絵付けを学ぶ。数々の国際展示
会に出展、受賞歴多数。'11 年ポルトメガ エキシビション入賞、'12 年 IPAT サンフランシ
ス大会 金賞・銀賞、'13,・14 年バンコク、リスボン国際展示会入賞。一級絵付け技能
士、IPAT,JPAC, HKPPC 会員及び APAT 講師資格、サンアートスタジオ有田教室和
絵付け講師資格。ミラスタジオ主宰。著書「SANBUSAKU」

￥8,800（税込 1 日講座） ※材料費・焼成代実費別途

受講料
講習時刻

阿川 るみ

27 年間の海外滞在で学んだ絵付け技術とノウハウを基に独自のテクニックを提案。
'02 IPAT マスターティーチャー &アーティスト資格取得。'02 IPATロサンゼルス大会で
銅賞受賞、'14 同オーランド大会で金賞。JPAC,JPPA,IPAT,HKPPC 会員。ミラスタジ
オ主宰。

（

2021
Spring

Seminar
Japanese & European Style

ミクロモザイク｜ビギナーコース

1カリキュラムごとの受講OK

初心者OK

基礎的なムラのないスポンジング、ペンワークから、盛り、金・プラチナ・ラスター彩のヴァリエー
ションなどのモダンテクニックまで、初心者から経験者まで楽しみながら確かな技術が習得
できます。二人の講師が内容に応じて交代で担当し、
カリキュラムごとの受講が可能です。
※いずれも1日講座です。

210mm̲P.1

キルンアートを学び、楽しむ Studio KILN ART 講座のご案内

NEW

ミラ モダンスタイルペインティング｜1日講座

表紙

ミクロモザイクとは 18 世紀のヴァチカン発祥のガラス工芸で、現在では継承する
職人も希少となったモザイクジュエリーです。本講座では歴史や背景を交えな
がら、自分でカットした小さなガラス片を、特殊な粘土をひいた型枠（ベース皿）
に埋め込んでいく基本テクニックを学び、小さな空間に色鮮やかな世界が広が
るアクセサリーを10 種前後制作していきます。ビギナーコース終了後は徐々に
バーナーを使ってパーツを作り、インテリア小物を制作します。

2021 年 3 月 1 日（月）受付開始

新型コロナウイルス感染予防対応について

グリッターレリーフで彩るキラキラモノグラム

グリッターレリーフのキラキラジュエリー

キラキラと光沢のあるグリッターレリーフに好きな色の絵の具
を混ぜてご希望のイニシャルを描き、
ゴールドグリッターでスク
ロール模様を添える他、美しい大理石模様を描くテクニックも
学べます
（カップかプレートを選択）

阿川 るみ

講師
申込番号

799658

（商品番号）

お申込み締切

3種のグリッターレリーフを透明感のある盛り剤、金盛り、
ラメ
風の背景などで使い分け、通常の絵の具では表現できない
艶とキラキラ感のある宝石を1回焼成で描きます。

講師
講習日

5/26【水曜】

5 月 12 日（水） ※定員に達し次第受付終了

グラスコラレン アクアリウム

申込番号

（商品番号）

コラレンの語源は“珊瑚”。講師考案のコラレン専用の盛り絵
の具をガラス用絵の具に混ぜ、
ガラス板上にしっかりと盛り上
げた上にガラスビーズを撒いて、色鮮やかな海の生きものを
表現します。タイルには上絵付で背景を施して重ねることで、
立体感のあるテクスチャーが引き立ちます。

阿川 るみ
799659

お申込み締切

伊藤 三恵子

講師
講習日

申込番号

6/23【水曜】

799660

（商品番号）

6 月 9 日（水）※定員に達し次第受付終了

お申込み締切

なかの雅章

講師

'93 年日本宝飾クラフト学院卒業、体験とんぼ玉を始める。スペインへ留学。
'00 年「おしゃれ工房海津屋」とんぼ玉教室主催。'09 年ビーズグランプリ・ガラス玉部門大賞、'11
年東京都伝統的工芸品チャレンジ大賞・優秀賞・奨励賞、'17 年東京マイスター受賞、'18 年北
区区民文化奨励賞受賞。自身の作品制作の他、指導者育成にも努める。

中野とっと

講師

4/6

5/11

6/1

7/20

8/3

9/7

￥52,800（税込 6 回分）

※材料費別途：基本工具キット約￥5,000、アクセサリーキットは各回￥8,000 〜￥16,000 程度

JMMA 協会理事。作品制作の他、ミクロモザイクの歴史、現在の作家などを研究。

講習日

799661
受講料

月1回 【火曜】 10：30〜15：30（昼休憩1時間）

全6回

申込番号

（商品番号）

• 教室内は新型コロナウイルス感染予防対策を講じ、皆さまには安心・安全に受講いただけるよう努めております。
• 状況により、講座によっては日程変更や中止の可能性があります。
その場合はKilnArtサイト
『Studio KINLART』のトップページにてご案内します。

定 員

15 名

お申込み締切

和の講 座

3 月 26 日（金）※定員に達し次第受付終了

7/28【水曜】

カリグラフィック・ペンワーク｜初級

7 月 14 日（水）※定員に達し次第受付終了

初心者OK

NEW

初級〜中級〜上級〜研究科

初心者OK

伴 美由貴

全6回

申込番号

799662

4/17

月1回 【土曜】 10：00〜16：00（昼休憩1時間）

5/15

6/19

7/17

8/21

講師

9/18

※基本工具￥5,000 程度（絵の具・使用白磁・焼成代別途）

10 名

定 員

お申し込み方法

キルンアートプレミアム会員の皆さま
及び一般会員の皆さま
同封のオーダーシートに必要事項をご記入のうえ、FAX に
てお申し込みください。オーダーシートの「商品番号」欄に
申込番号を、
「商品名」欄にセミナー名をご記入ください。

佼成図書館

スタジオ共通入会金について

日本ヴォーグ社

和田見橋

弥生町5丁目バス停

※1 年以上休会、退会されていた場合、また 1 日講座のみの受講をされていた場合も入会金が必要となりますのでご了承ください。
※スタジオのみで販売する該当講座の特別教材を生徒割引でお買い求めいただけます。

丸ノ内線

中野富士見町駅から 約520ｍ

京王バス便

弥生町5丁目 バス停から 約80ｍ
南台図書館 バス停から 約190ｍ

● Studio KILN ART 店頭、
お電話、FAX、
メールにていつでも承っております。
お気軽にお問い合わせください。

￥16,500（税込 2.5 時間のレッスンを4 回分）

ヨーロピアンスタイルで描くブローチ
詳細・お申込み

受講料・講習日
開講日の 13：30 〜 16：00 に開催

営業時間

9：30〜18：00（年末年始・土・日・祝日除く） ※ショップの営業は17：00まで

NEW

ご希望の日程の 7 営業日までにStudio KILNARTまで
お知らせください。人数に限りがあります。

ショップ直通 ☎

kilnart@kilnart.jp

定 員

15名

お申込み締切

3 月 31 日（水）※定員に達し次第受付終了

北村 和義

出井正江・渡辺ひろ子

￥17,600（税込 月2 回分）

お申込み

月初めから受講いただけます

※材料費・焼成代別途

月初めから受講いただけます

￥2,750（税込 材料・焼成代込）

E-mail

￥35,200（税込 4回分）

初級〜中級〜上級〜研究科

月謝

体験講座

ポーセリンデコレーション

粘土で手づくりしたブーケを白磁に貼り付けて、可愛く
てお洒落なボックスを作ります。
お申込み
ご希望の日程の 7 営業日までにStudio KILNART
までお知らせください。人数に限りがあります。
受講料・講習日
￥5,500（税込 材料・焼成代込）
開講日の 13：30 〜 16：00 に開催

5/19

※材料費別途：約 38,000 円（8 寸皿・マグカップ各 1、筆 2 〜 3 種、本金、絵の具 8 色他）
※ブライト金液・ブライトプラチナ液をお持ちでない方は別途￥22,000 程度必要

第2・4【火曜】 10:00〜16:00（昼休憩1時間）

月謝

Studio KILN ART （株）日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会 〒164-8705 中野区弥生町 5 丁目 6 番 11号 3F
03-3383-0657

5/18

講習日時

10:00〜16:00（昼休憩1時間）

体験講座

4/21

磁器のボディに、陶土を染み込ませたレースを丁寧に貼り付
けて焼成し、美しく色付けして仕上げるレースドールは、
その
繊細で優美な姿が魅力です。
アメリカの著名作家である、故
エレン・グローム女史直伝のテクニックを楽しく学びます。
講師

講習日時

お申込み

▼方南町

初心者OK

第 2・4【月曜】および 第 1・3【木曜】

※材料費・焼成代別途

東京地下鉄
研修センター

和田一丁目

Studio KILN ART の常設講座を初めて受講いただく場合、￥16,500 の共通入会金を初回レッスン時にお支払いいただ
きます。★印の 1Day・短期・特別講座は該当しません

お問い合わせ・教室見学

富士見橋西

方南通り

※前日・当日のキャンセルの場合、受講料のご返金はいたしませんのでご了承ください。

松屋

中野通り

線
内
ノ
丸
鉄
下
地

受講料のお支払いや当日の持ち物につきましては、後日ご案内させていただきます。各講座とも定員制につき、お申し込み後の
キャンセルは原則的にお受けできませんので、日程など十分にご検討くださいますよう、お願いいたします。何らかの理由でお申し
込みを取り消される場合、開催 6 日前からはキャンセル料（受講料の 30％+ 返金手数料￥500）をお支払いいただきます。

今井幸子・長谷川弘美

南台

4/20

体験講座
あり

レースドール

初級〜中級〜上級〜研究科
（講師資格取得コースまたは自由制作コース）

本コースはヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも開催しています。詳細は ☎06-6241-1075 まで

南台図書館バス停

0120-923-258

体験講座
あり

ヨーロッパ伝統のスタイルで、花や果物、
風景などを手描きする技術を、
初心者から系統的に学べます。

講師

▲新宿方面
中野富士見町

※営業時間 9：00〜17：00（日・祝日を除く）

寿橋

神田川

お電話でのお申し込み・お問い合わせは

※24時間ご利用いただけます。

0120-923-147

2021年3月1日
（月）

こちらの講座のお申し込みは、
『キルンアート通販受注
センター』までお電話でお願いいたします。
下記のお申込み用フリーダイヤルにて承りますので、申込
番号・セミナー名をお伝えください。

お申し込み専用FAX

初心者OK

講座受付開始日

日本キルンアート協会会員制会員の皆さま

799652
受講料

【火曜・水曜】10：30〜16：30（昼休憩1時間）

全4回

申込番号（商品番号）

4 月 2 日（金）※定員に達し次第受付終了

お申込み締切

ヨーロピアンチャイナペインティング

（ 講座の受講料はポイント対象外となります。
ご了承ください。）

4 回講座で、線描色絵金彩の 8 寸皿（約 24cm）とマグカップを制作

'10 年 第 49 回日本現代美術工芸展最高賞受賞、第 66 回日本現代工芸美術展現代工芸賞受
賞。'12 年 奈良薬師寺・奉賛会記念品作成。'14 年 現代美術展審査委員に就任。'17 年 日展会
友に就任。全国の百貨店・ギャラリーで個展を多数開催、ユニクロ、REGAL、コムサなどのアパ
レル企業のみならず、広範囲の企業とのコラボレーション作品を多数制作。

￥52,800（税込 6 回分）

受講料

特別講座

動物や草花を独自の世界観で表現、伝統技法を現代に活かすモダンで装飾
性の高い北村和義先生の作品は、多方面で注目を集めています。講座では伝
統文様を黒の絵の具で描き埋め、盛りや金粉、金液・プラチナ液を使った金襴
手で艶やかに彩るテクニックを学びます。和絵付のみならず、洋絵付ペインター
の方にもおすすめです。

大阪市立工芸高校金属工芸科（現在プロダクトデザイン科）卒業。 96 年から小田原真喜子先
生にカリグラフィーを師事、 07 年 J.F.C.C. プロフェッサー取得。 01 年ポーセラーツインストラクター
取得。カリグラフィーの技術を磁器絵付けにも活かし、PONTE NOTTE 主宰の他、カルチャー教
室講師としても活躍中。

（商品番号）

●

九谷焼上絵付
『線描色絵金彩を愉しむ』
（4回講座）

月1 回、全 6 回のコースです。ポインテッドペンとからす口を使った 2 書体、リム
やフレームの装飾模様を学びます。
講師

日本の伝統工芸を各ジャンルの一流作家・伝統工芸士が指導
現地で使用の磁器・絵の具・専用の筆工具を使用
● 歴史や背景に触れ、楽しみながらステップアップできるオリジナルカリキュラム
●

オンラインショップOPEN !
日本が誇る伝統工芸 “手描き絵付陶磁器”
古今東西、多くの人々を魅了してきた 3 大産地、有田焼・九谷焼・京焼
当ショップでは、Studio KILN ARTの講師も務める伝統工芸士・人気作家をセレクト、
うつわや花器、
アクセサリーなど暮らしを彩る、選りすぐりの逸品を販売しています。

伝統絵付で愉しむくらし展
オンラインショップ
https://www.kurashiten.shop/

）

山折

207mm̲P.5

山折

裏表紙

210mm̲P.6

洋 の講 座

初心者OK

講師

〈各講座共通〉

講師

10：00〜16：00（昼休憩 1 時間）
15 名

定 員

伊藤 三恵子

長年のヨーロッパ、アメリカ及びオーストラリア在住時に絵付けを学ぶ。数々の国際展示
会に出展、受賞歴多数。'11 年ポルトメガ エキシビション入賞、'12 年 IPAT サンフランシ
ス大会 金賞・銀賞、'13,・14 年バンコク、リスボン国際展示会入賞。一級絵付け技能
士、IPAT,JPAC, HKPPC 会員及び APAT 講師資格、サンアートスタジオ有田教室和
絵付け講師資格。ミラスタジオ主宰。著書「SANBUSAKU」

￥8,800（税込 1 日講座） ※材料費・焼成代実費別途

受講料
講習時刻

阿川 るみ

27 年間の海外滞在で学んだ絵付け技術とノウハウを基に独自のテクニックを提案。
'02 IPAT マスターティーチャー &アーティスト資格取得。'02 IPATロサンゼルス大会で
銅賞受賞、'14 同オーランド大会で金賞。JPAC,JPPA,IPAT,HKPPC 会員。ミラスタジ
オ主宰。

（

2021
Spring

Seminar
Japanese & European Style

ミクロモザイク｜ビギナーコース

1カリキュラムごとの受講OK

初心者OK

基礎的なムラのないスポンジング、ペンワークから、盛り、金・プラチナ・ラスター彩のヴァリエー
ションなどのモダンテクニックまで、初心者から経験者まで楽しみながら確かな技術が習得
できます。二人の講師が内容に応じて交代で担当し、
カリキュラムごとの受講が可能です。
※いずれも1日講座です。

210mm̲P.1

キルンアートを学び、楽しむ Studio KILN ART 講座のご案内

NEW

ミラ モダンスタイルペインティング｜1日講座

表紙

ミクロモザイクとは 18 世紀のヴァチカン発祥のガラス工芸で、現在では継承する
職人も希少となったモザイクジュエリーです。本講座では歴史や背景を交えな
がら、自分でカットした小さなガラス片を、特殊な粘土をひいた型枠（ベース皿）
に埋め込んでいく基本テクニックを学び、小さな空間に色鮮やかな世界が広が
るアクセサリーを10 種前後制作していきます。ビギナーコース終了後は徐々に
バーナーを使ってパーツを作り、インテリア小物を制作します。

2021 年 3 月 1 日（月）受付開始

新型コロナウイルス感染予防対応について

グリッターレリーフで彩るキラキラモノグラム

グリッターレリーフのキラキラジュエリー

キラキラと光沢のあるグリッターレリーフに好きな色の絵の具
を混ぜてご希望のイニシャルを描き、
ゴールドグリッターでスク
ロール模様を添える他、美しい大理石模様を描くテクニックも
学べます
（カップかプレートを選択）

阿川 るみ

講師
申込番号

799658

（商品番号）

お申込み締切

3種のグリッターレリーフを透明感のある盛り剤、金盛り、
ラメ
風の背景などで使い分け、通常の絵の具では表現できない
艶とキラキラ感のある宝石を1回焼成で描きます。

講師
講習日

5/26【水曜】

5 月 12 日（水） ※定員に達し次第受付終了

グラスコラレン アクアリウム

申込番号

（商品番号）

コラレンの語源は“珊瑚”。講師考案のコラレン専用の盛り絵
の具をガラス用絵の具に混ぜ、
ガラス板上にしっかりと盛り上
げた上にガラスビーズを撒いて、色鮮やかな海の生きものを
表現します。タイルには上絵付で背景を施して重ねることで、
立体感のあるテクスチャーが引き立ちます。

阿川 るみ
799659

お申込み締切

伊藤 三恵子

講師
講習日

申込番号

6/23【水曜】

799660

（商品番号）

6 月 9 日（水）※定員に達し次第受付終了

お申込み締切

なかの雅章

講師

'93 年日本宝飾クラフト学院卒業、体験とんぼ玉を始める。スペインへ留学。
'00 年「おしゃれ工房海津屋」とんぼ玉教室主催。'09 年ビーズグランプリ・ガラス玉部門大賞、'11
年東京都伝統的工芸品チャレンジ大賞・優秀賞・奨励賞、'17 年東京マイスター受賞、'18 年北
区区民文化奨励賞受賞。自身の作品制作の他、指導者育成にも努める。

中野とっと

講師

4/6

5/11

6/1

7/20

8/3

9/7

￥52,800（税込 6 回分）

※材料費別途：基本工具キット約￥5,000、アクセサリーキットは各回￥8,000 〜￥16,000 程度

JMMA 協会理事。作品制作の他、ミクロモザイクの歴史、現在の作家などを研究。

講習日

799661
受講料

月1回 【火曜】 10：30〜15：30（昼休憩1時間）

全6回

申込番号

（商品番号）

• 教室内は新型コロナウイルス感染予防対策を講じ、皆さまには安心・安全に受講いただけるよう努めております。
• 状況により、講座によっては日程変更や中止の可能性があります。
その場合はKilnArtサイト
『Studio KINLART』のトップページにてご案内します。

定 員

15 名

お申込み締切

和の講 座

3 月 26 日（金）※定員に達し次第受付終了

7/28【水曜】

カリグラフィック・ペンワーク｜初級

7 月 14 日（水）※定員に達し次第受付終了

初心者OK

NEW

初級〜中級〜上級〜研究科

初心者OK

伴 美由貴

全6回

申込番号

799662

4/17

月1回 【土曜】 10：00〜16：00（昼休憩1時間）

5/15

6/19

7/17

8/21

講師

9/18

※基本工具￥5,000 程度（絵の具・使用白磁・焼成代別途）

10 名

定 員

お申し込み方法

キルンアートプレミアム会員の皆さま
及び一般会員の皆さま
同封のオーダーシートに必要事項をご記入のうえ、FAX に
てお申し込みください。オーダーシートの「商品番号」欄に
申込番号を、
「商品名」欄にセミナー名をご記入ください。

佼成図書館

スタジオ共通入会金について

日本ヴォーグ社

和田見橋

弥生町5丁目バス停

※1 年以上休会、退会されていた場合、また 1 日講座のみの受講をされていた場合も入会金が必要となりますのでご了承ください。
※スタジオのみで販売する該当講座の特別教材を生徒割引でお買い求めいただけます。

丸ノ内線

中野富士見町駅から 約520ｍ

京王バス便

弥生町5丁目 バス停から 約80ｍ
南台図書館 バス停から 約190ｍ

● Studio KILN ART 店頭、
お電話、FAX、
メールにていつでも承っております。
お気軽にお問い合わせください。

￥16,500（税込 2.5 時間のレッスンを4 回分）

ヨーロピアンスタイルで描くブローチ
詳細・お申込み

受講料・講習日
開講日の 13：30 〜 16：00 に開催

営業時間

9：30〜18：00（年末年始・土・日・祝日除く） ※ショップの営業は17：00まで

NEW

ご希望の日程の 7 営業日までにStudio KILNARTまで
お知らせください。人数に限りがあります。

ショップ直通 ☎

kilnart@kilnart.jp

定 員

15名

お申込み締切

3 月 31 日（水）※定員に達し次第受付終了

北村 和義

出井正江・渡辺ひろ子

￥17,600（税込 月2 回分）

お申込み

月初めから受講いただけます

※材料費・焼成代別途

月初めから受講いただけます

￥2,750（税込 材料・焼成代込）

E-mail

￥35,200（税込 4回分）

初級〜中級〜上級〜研究科

月謝

体験講座

ポーセリンデコレーション

粘土で手づくりしたブーケを白磁に貼り付けて、可愛く
てお洒落なボックスを作ります。
お申込み
ご希望の日程の 7 営業日までにStudio KILNART
までお知らせください。人数に限りがあります。
受講料・講習日
￥5,500（税込 材料・焼成代込）
開講日の 13：30 〜 16：00 に開催

5/19

※材料費別途：約 38,000 円（8 寸皿・マグカップ各 1、筆 2 〜 3 種、本金、絵の具 8 色他）
※ブライト金液・ブライトプラチナ液をお持ちでない方は別途￥22,000 程度必要

第2・4【火曜】 10:00〜16:00（昼休憩1時間）

月謝

Studio KILN ART （株）日本ヴォーグ社 日本キルンアート協会 〒164-8705 中野区弥生町 5 丁目 6 番 11号 3F
03-3383-0657

5/18

講習日時

10:00〜16:00（昼休憩1時間）

体験講座

4/21

磁器のボディに、陶土を染み込ませたレースを丁寧に貼り付
けて焼成し、美しく色付けして仕上げるレースドールは、
その
繊細で優美な姿が魅力です。
アメリカの著名作家である、故
エレン・グローム女史直伝のテクニックを楽しく学びます。
講師

講習日時

お申込み

▼方南町

初心者OK

第 2・4【月曜】および 第 1・3【木曜】

※材料費・焼成代別途

東京地下鉄
研修センター

和田一丁目

Studio KILN ART の常設講座を初めて受講いただく場合、￥16,500 の共通入会金を初回レッスン時にお支払いいただ
きます。★印の 1Day・短期・特別講座は該当しません

お問い合わせ・教室見学

富士見橋西

方南通り

※前日・当日のキャンセルの場合、受講料のご返金はいたしませんのでご了承ください。

松屋

中野通り

線
内
ノ
丸
鉄
下
地

受講料のお支払いや当日の持ち物につきましては、後日ご案内させていただきます。各講座とも定員制につき、お申し込み後の
キャンセルは原則的にお受けできませんので、日程など十分にご検討くださいますよう、お願いいたします。何らかの理由でお申し
込みを取り消される場合、開催 6 日前からはキャンセル料（受講料の 30％+ 返金手数料￥500）をお支払いいただきます。

今井幸子・長谷川弘美

南台

4/20

体験講座
あり

レースドール

初級〜中級〜上級〜研究科
（講師資格取得コースまたは自由制作コース）

本コースはヴォーグ学園心斎橋校（大阪市中央区）でも開催しています。詳細は ☎06-6241-1075 まで

南台図書館バス停

0120-923-258

体験講座
あり

ヨーロッパ伝統のスタイルで、花や果物、
風景などを手描きする技術を、
初心者から系統的に学べます。

講師

▲新宿方面
中野富士見町

※営業時間 9：00〜17：00（日・祝日を除く）

寿橋

神田川

お電話でのお申し込み・お問い合わせは

※24時間ご利用いただけます。

0120-923-147

2021年3月1日
（月）

こちらの講座のお申し込みは、
『キルンアート通販受注
センター』までお電話でお願いいたします。
下記のお申込み用フリーダイヤルにて承りますので、申込
番号・セミナー名をお伝えください。

お申し込み専用FAX

初心者OK

講座受付開始日

日本キルンアート協会会員制会員の皆さま

799652
受講料

【火曜・水曜】10：30〜16：30（昼休憩1時間）

全4回

申込番号（商品番号）

4 月 2 日（金）※定員に達し次第受付終了

お申込み締切

ヨーロピアンチャイナペインティング

（ 講座の受講料はポイント対象外となります。
ご了承ください。）

4 回講座で、線描色絵金彩の 8 寸皿（約 24cm）とマグカップを制作

'10 年 第 49 回日本現代美術工芸展最高賞受賞、第 66 回日本現代工芸美術展現代工芸賞受
賞。'12 年 奈良薬師寺・奉賛会記念品作成。'14 年 現代美術展審査委員に就任。'17 年 日展会
友に就任。全国の百貨店・ギャラリーで個展を多数開催、ユニクロ、REGAL、コムサなどのアパ
レル企業のみならず、広範囲の企業とのコラボレーション作品を多数制作。

￥52,800（税込 6 回分）

受講料

特別講座

動物や草花を独自の世界観で表現、伝統技法を現代に活かすモダンで装飾
性の高い北村和義先生の作品は、多方面で注目を集めています。講座では伝
統文様を黒の絵の具で描き埋め、盛りや金粉、金液・プラチナ液を使った金襴
手で艶やかに彩るテクニックを学びます。和絵付のみならず、洋絵付ペインター
の方にもおすすめです。

大阪市立工芸高校金属工芸科（現在プロダクトデザイン科）卒業。 96 年から小田原真喜子先
生にカリグラフィーを師事、 07 年 J.F.C.C. プロフェッサー取得。 01 年ポーセラーツインストラクター
取得。カリグラフィーの技術を磁器絵付けにも活かし、PONTE NOTTE 主宰の他、カルチャー教
室講師としても活躍中。

（商品番号）

●

九谷焼上絵付
『線描色絵金彩を愉しむ』
（4回講座）

月1 回、全 6 回のコースです。ポインテッドペンとからす口を使った 2 書体、リム
やフレームの装飾模様を学びます。
講師

日本の伝統工芸を各ジャンルの一流作家・伝統工芸士が指導
現地で使用の磁器・絵の具・専用の筆工具を使用
● 歴史や背景に触れ、楽しみながらステップアップできるオリジナルカリキュラム
●

オンラインショップOPEN !
日本が誇る伝統工芸 “手描き絵付陶磁器”
古今東西、多くの人々を魅了してきた 3 大産地、有田焼・九谷焼・京焼
当ショップでは、Studio KILN ARTの講師も務める伝統工芸士・人気作家をセレクト、
うつわや花器、
アクセサリーなど暮らしを彩る、選りすぐりの逸品を販売しています。

伝統絵付で愉しむくらし展
オンラインショップ
https://www.kurashiten.shop/

）

