
＃パヰゼΜプゼΔ開付に＆ 
通信講習のご案内 

イスラムの緻密な幾何学模様と南欧の素朴で色鮮やかなデザインが融合したスペインタイル、
バレンシアをはじめとする陶器の町で今でも手作りされています。ひとつあるだけで周りがパ
ッと明るくなるスペインタイルを本場スペインの素焼きタイルと絵の具を使って手作りしてみ
ませんか？お手本があるので初めてでも簡単にできます！ 

 

   
 
    スペインタイルアート工房 通信講習サポートセンター 
                         〒101-0048  東京都千代田区神田司町2-15-402 

                                     https://spanishtile.net/ 

 

● 通信講習全般に関するお問い合わせやご注文（月金と祝日を除く毎日 10~16時）                    
Tel 03-3292-0581 Email: spaintile@japan.email.ne.jp 

    ＊材料のご注文は上記ホームページの「通信講習」ページにある材料ご注文フォームをご利用下さい 

       

	  
	  

     

 

 ～スペインタイルアート工房より～       
タイル絵付け、というのはまだ日本では珍しい分
野ですが、焼成後のタイルはキッチンの壁に貼っ
たり、普通のタイルと同様に長年使えるものでと
ても実用的です。今回はそのタイル絵付けの技法
を陶器にも応用してスペインの民芸陶器を作れる
カリキュラムも入れました。絵を描く事に慣れて
いない皆様にも、絵が得意、という皆様にも十分
楽しんでいただける内容ですのでぜひご覧下さ
い。 ご不明な点がございましたら、以下に記載
しております「通信講習サポートセンター」まで
ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。手軽で楽し
いスペインタイル絵付けを楽しんでいただけます
よう、ご連絡をお待ちしております。 
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 付録 作り方 例 

                      

①ご注文 
  ・お好きな「1.作品材料セット 」をお好きなだけ 
  ・必要であれば「1-2絵付け素材」の追加注文 
  ・必要であれば「3. 加工アイテム」 
  ・初回のみ「2.絵付け道具セット」Aもしくは B  
  ↓ 
②センターよりご注文商品のお届け    
  ↓ 
③絵付け   
  ↓ 
④絵付け後の作品をセンターへ送る 
  ↓ 
⑤センターにて焼成後お客さまへ作品を発送 
 
              詳細は 11ページをご覧下さい 
 



□パヰゼΜプゼΔよ歴史■ 
 
スペインタイルの歴史は８世紀に遡ります。北アフリカに住んでいたイスラム教徒がイベリア半島へイスラムの文化
を運んできました。その後スペインはヨーロッパの一部でありながらイスラム文化の影響を強く受けた国として独特
の文化を生み出します。タイルの世界でもイスラムの緻密なデザインと南欧の鮮やかな色合いが融合し、今のスペイ
ンタイルが生まれたのです。マヨルカ (マジョリカ )タイルと言う言葉をご存知ですか？ 昔スペインのタイルがバレン
シアの東にある「マヨルカ島」を経由して輸出されていた為にスペインタイルはこう呼ばれるようになりました。当
校の通信講習で使用するデザインは、何世紀にもわたって受け継がれるスペインの伝統的なタイルデザインを応用し
ています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 □パヰゼΜプゼΔよ開付に技法■ 
 

 Ａ．クエルダセカ技法 

  クエルダセカ（スペイン語で “乾いた紐”）技法はその昔、模様の縁どりに紐を置き、隣どうしの絵の具（釉薬～   

  ゆうやく）が混ざらないように絵付けしたことから名付けられたタイルです。今は鉛筆で下書きをした中に釉薬  

  をスポイトや筆で落としていきます。焼き上がりの表面の凸凹が特徴のタイルです。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ｂ．マヨルカ技法（水彩技法） 

  素焼きのタイルに白い釉薬をぬった後色鮮やかな顔料で絵付けします。水彩画を描く要領で作るので「水彩技法」   
ともよばれます。 

  

 

 

 

 

 

⑴ 素焼きタイルにカーボンと   
 鉛筆で下描きをします。 
 

⑵ スポイトや筆で釉薬   
 をおとしていきます。 
 

⑶ 絵付けが終わったタイルを    
 980℃で焼成します。 
 

⑷ 表面の凹凸が特徴の        
クエルダセカタイルの  
できあがりです。 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 素焼きタイルに釉薬を塗り       
   乾かします。 
 
 

⑵ 下描きシートをタイル 
 の上に置きカーボンで下 
 描きします。 

⑶ 絵の具を水で溶きながら     
  絵付けします。 
 

⑷ 980℃で焼成して 
  できあがりです。  
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1. □作品材料ビホ�■よの偉内 
 お好きな作品をお好きなだけお選び下さい。制作する作品数は自由です。材料は随時追加注文も可能です。 

 価格には材料費と焼成費が含まれています。以下の送料は含まれておりません。（価格は全て税込です） 

 ・当校から材料をお客様へお送りする際の送料 

 ・絵付け後の作品をお客様が当校に送られる際の送料 

 ・当校から焼成後の作品をお客様にお送りする際の送料 

 デザインシートが数種類入っているものは、その中からお好きなデザインを選んでお作り下さい。  

�. デダΔヘビップゼΔ ×作品材料ビホ�£A％ハΓ【ヒ× 

こちらの注文番号「A」シリーズを制作するには「絵付け道具セットA」が必要です。（9ベージ参照）作品材料セット
のみの販売はしておりませんので初回は必ず絵付け道具セット Aと併せてご購入下さい。（追加材料としての “材料セ
ットのみの注文 ”は可能です）こちらの技法で制作する作品は食器としては使用できません。 

◎難易度表示  ★やさしい（標準制作時間 約 1時間）→★★★難しい（制作時間約２時間） 

 

 

 

   

 

 

 

                           

	  
 

  

注文番号：A-2 ￥3,520 
「ミニタイルプレート」  ★★ 

 7.5cmx15cm タイル２枚 （裏に貼るフック付） 

 

注文番号：A-1 ￥4,070 
「幾何学模様のコースター」  ★ 

 7.5cmx7.5cm タイル4枚組（裏に貼るコルク付） 

 

＊1 セットでこの中から 2枚作れます。中の文字は自由にどうぞ。 

注文番号：A-3 ￥3,740 
     「フラワープレート」  ★ 
直径14cm皿１枚（裏面に紐を通す穴が開いてます) 

 

注文番号：A-4 ￥3,355 
「花模様のマヨルカタイル」  ★★ 

               15cmx15cm 白タイル1枚  

 

＊1 セットでどちらか１枚作れます ＊1 セットでどちらか１枚作れます。 
＊キーフックは別売りです（加工アイテムのご案内は 10 頁） 
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注文番号：A-5 ￥3,300 
「イスラミックタイル」  ★★ 
15cmx15cm タイル１枚 

 

注文番号：A-6 ￥5,060 
「タイル時計」  ★★★ 

15cmx15cm タイル１枚（ムーブメント,裏面フック付） 

注文番号：A-7 ￥3,300 
「スペインの民話絵タイル」  ★ 

15cmx15cmタイル１枚 
 

注文番号：A-8 ￥3,740 
     「アラベスク模様の絵皿」  ★★ 
直径18cm皿１枚（裏面に紐を通す穴が開いてます) 

 

注文番号：A-10 ￥4,867 
     「花模様のミラーフレーム」  ★★ 
15cmx20cmタイル１枚（ミラーと壁掛けハンガー付) 

 

注文番号：A-9 ￥3,795 
「スペインタイルの表札」 ★★★ 

10cmx20cmタイル１枚 
 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。 
＊木製フレームは別売りです（加工アイテムのご案内は 10 頁） 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。 
＊時計の針の形状は変わることもあります。 

＊1セットでこの中から 1枚作れます。 
＊鉄製フレームは別売りです（加工アイテムのご案内は 10 頁） 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。 
＊鉄製フレームは別売りです（加工アイテムのご案内は 10 頁） 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。 
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注文番号：A-11 ￥3,740 
「ギリシャ民話の絵タイル」 ★★ 

20cmx20cmタイル１枚 
 

注文番号：A-12 ￥6,160 
     「花模様の皿時計」  ★★★ 
 直径18cm皿１枚（ムーブメント,裏面フック付） 

 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。 
＊木製フレームは別売りです（加工アイテムのご案内は 10 頁） ＊時計の針の形状は変わることもあります。 
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1-2. 開付に素材≧プゼΔ…つ皿∞よ追家注文 
 
１＜作品材料セット＞には各注文番号でご紹介している全てのデザインシートが同封されていますが、タイルや
お皿の絵付け素材は、表記されている枚数だけ入っています。（例: A-6「 タイル時計」にはデザインシートが 
4 種類、タイル素材は 1 枚のみ入っています）2.絵付け道具セットの絵の具類は少し多めに入っていますので、
タイルやお皿の素材を追加注文し、１セットで何種類かの作品を制作することも可能です。（価格は全て税込）  
 
 ●注文番号「A-1 幾何学模様のコースター」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-1 7.5x7.5x0.65cm タイル＋コルク ¥1,072/セット 
 
   ●注文番号「A-2 ミニタイルプレート」で使用する素材の追加注文 
    注文番号：S-2 7.5x15x0.65cm タイル＋裏面フック ¥1,210/セット 
 
   ●注文番号「A-3 フラワープレート」で使用する素材の追加注文 
    注文番号：S-9 直径 14cm 皿 ¥1,430/枚 
 
 ●注文番号「A-4 花模様のマヨルカタイル」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-5 15x15x0.5cm 白タイル ¥1,155/枚 
 
 ●注文番号「A-5 イスラミックタイル」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-3 15x15x0.65cm 茶タイル ¥1,100/枚 
 
 ●注文番号「A-6 タイル時計」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-4 15x15x0.65cm 時計用タイル＋ムーブメント ¥2,860/セット 
 
 ●注文番号「A-7 スペインの民話絵タイル」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-3 15x15x0.65cm 茶タイル ¥1,100/枚 
 
 ●注文番号「A-8 アラベスク模様の小皿」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-10 直径 18cm皿 ¥1,870/枚 
 
 ●注文番号「A-9 スペインタイルの表札」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-6 10x20x0.7cm タイル ¥1,375 /枚 
 
 ●注文番号「A-10 花模様のミラーフレーム」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-7 15x20x0.7cm タイル＋ミラー＋壁掛けハンガー ¥2,447/セット 
 
 ●注文番号「A-11 ギリシャ民話の絵タイル」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-8 20x20x0.7cm タイル ¥1,540/枚 
 
 ●注文番号「A-12 花模様の皿時計」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-11 直径 18cm皿 +ムーブメント ¥3,630/セット 
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B. ヴΑΔップゼΔ≧水彩プゼΔ∞×作品材料ビホ�£B％ハΓ【ヒ× 

こちらの注文番号「B」シリーズを制作するには「絵付け道具セットB」が必要です。（9ベージ参照）作品材料セット
のみの販売はしておりませんので初回は必ず絵付け道具セット Bと併せてご購入下さい。（追加材料としての “材料セ
ットのみの注文 ”は可能です）こちらの技法で制作する作品は食器として使用できます。 デザインシートが数種類入
っているものは、その中からお好きなデザインを選んでお作り下さい。 （価格は全て税込） 

◎難易度表示  ★やさしい（標準制作時間 約 1時間）→★★★難しい（制作時間約２時間） 

                                          
 

  
 
 

 
 
 
 
  

注文番号：B-2 ￥5,280 
「マヨルカタイル時計」  ★★★ 

15cmx15cm タイル１枚（ムーブメント,裏面フック付） 
 

注文番号：B-1 ￥3,355 
「動物模様の中世絵タイル」  ★ 

                15cmx15cm タイル1枚 

 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。 
＊木箱は別売りです（加工アイテムのご案内は 10 頁） 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。 
＊時計の針の形状は変わることもあります。 

注文番号：B-3 ￥3,740 
     「地中海の帆船、絵皿」  ★ 
直径14cm皿１枚（裏面に紐を通す穴が開いてます) 

 

注文番号：B-4 ￥3,795 
「マヨルカタイルの表札」 ★★ 

10cmx20cmタイル１枚 
 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。 
 

＊1 セットでこの中から 1枚作れます。中の文字はご自由に。 

 注文番号：B-5 ￥4,730 
「グラナダトーンの小皿」   
  直径14cm皿２枚 ★ 

 

 注文番号：B-6 ￥4,180 
「グラナダトーンの中皿」   
  直径18cm皿1枚 ★ 

 

＊フレームは別売りです 
（加工アイテムのご案内は 10 頁） 
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注文番号：B-7 ￥4,180 
「スプーンレスト」  ★★ 
約9cmｘ17cm 高さ約2cm 1ヶ 

 

注文番号：B-8 ￥4,180 
「マグカップ」  ★★★ 
直径8cmx高さ9cm １ヶ 

 

＊1 セットでどちらか 1つ作れます。 
 

＊1 セットでどちらか 1つ作れます。 
 

注文番号：B-9 ￥3,355 
「中世ポルトガルタイルの絵タイル」  ★★ 

15cmｘ15cmタイル  1枚 
 

注文番号：B-10 ￥5,170 
「花模様の絵皿」  ★★★ 

直径26cm皿１枚（裏面に紐を通す穴が開いてます) 
 

注文番号：B-11 ￥4,867 
「マヨルカタイルのミラーフレーム★★ 

15cmx20cmタイル1枚（ミラーと壁掛けハンガー付） 
 

注文番号：B-12 ￥3,740         
「スペイン民話の絵タイル」  ★★ 

20cmｘ20cmタイル  1枚 
 

＊1セットでこの中から 1枚作れます。 
＊鉄製フレームは別売りです（加工アイテムのご案内は 10 頁） 
 

＊1セットでこの中から 1枚作れます。 
＊木製フレームは別売りです（加工アイテムのご案内は 10 頁） 
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1-2. 開付に素材≧プゼΔ…つ皿∞よ追家注文 
 
１＜作品材料セット＞には各注文番号でご紹介している全てのデザインシートが同封されていますが、タイルや
お皿の絵付け素材は、表記されている枚数だけ入っています。（例: B-12「 スペインの民話タイル」にはデザ
インシートが 2 種類、タイル素材は 1 枚のみ入っています）2.絵付け道具セットの絵の具類は少し多めに入って
いますので、タイルやお皿の素材を追加注文し、１セットで何種類かの作品を制作することも可能です。（価格
は全て税込）  
 
 ●注文番号「B-1 動物模様の中世絵タイル」で使用する素材の追加注文 
    注文番号：S-5 15x15x0.5cm 白タイル ¥1,155/枚 
 
 ●注文番号「B-2 マヨルカタイル時計」で使用する素材の追加注文 
    注文番号：S-14 15x15x0.5cm 時計用白タイル＋ムーブメント ¥2,915/セット 
 
 ●注文番号「B-3 地中海の帆船、絵皿」で使用する素材の追加注文 
    注文番号：S-9 直径14cm 皿 ¥1,430/枚 
 
 ●注文番号「B-4 マヨルカタイルの表札」で使用する素材の追加注文 
      注文番号：S-6 10x20x0.7cm タイル ¥1,375 /枚 
 
 ●注文番号「B-5 グラナダトーンの小皿」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-9 直径14cm 皿 ¥1,430/枚 
 
 ●注文番号「B-6 グラナダトーンの中皿」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-10 直径 18cm皿 ¥1,870/枚 
  
 ●注文番号「B-7 スプーンレスト」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-12 約 9x17x高さ 2cm  スプーンレスト ¥1,760/ヶ 
 
 ●注文番号「B-8 マグカップ」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-13 直径 8cmx高さ9cm マグカップ ¥2,123/ヶ 
 
 ●注文番号「B-9 中世ポルトガルの絵タイル」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-5 15x15x0.5cm 白タイル ¥1,155/枚 
 
 ●注文番号「B-10 花模様の絵皿」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-15 直径 26cm皿 ¥3,080/枚 
 
 ●注文番号「B-11 マヨルカタイルのミラーフレーム」で使用する素材の追加注文 
  注文番号：S-7 15x20x0.7cm タイル＋ミラー＋壁掛けハンガー ¥2,447/セット 
 
 ●注文番号「B-12 スペイン民話の絵タイル」で使用する素材の追加注文  
  注文番号：S-8 20x20x0.7cm タイル ¥1,540/枚 
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2. □開付に道具ビホ�■よの偉内 
 初回はセット販売のみになります。追加が必要な場合のみバラ売り致します。以下の《追加の際の価格》をご参照 
 下さい。道具の使い方は道具セットに同封される説明書をご覧ください。価格は全て税込みです。 
赤字で書いた道具（M-2,3,5）はどちらの道具セットに入っているものも同じです。ひとつあればどちらの絵付け
技法にも使用できますので、道具セット A,Bを両方購入される場合は「共通の道具は不要」の旨お知らせください。  

注文番号 : M-A  絵付け道具セット A ￥7,871   注文番号 : M-B  絵付け道具セット B ￥9,284 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 

 

 内容《》内は追加の際の価格 
 
・釉薬 各色 20g 全 10 色  ()内は色番号です。             
 注文番号 : M-1-127  黄 (127)                 
 注文番号 : M-1-151  オレンジ (151)      
 注文番号 : M-1-130  赤 (130)      
 注文番号 : M-1-133  黄緑 (133)     
   注文番号 : M-1-134  緑 (134)     
   注文番号 : M-1-137  水色 (137)      
   注文番号 : M-1-138  青 (138)      
   注文番号 : M-1-145  茶 (145)     
   注文番号 : M-1-150  黒 (150)     
   注文番号 : M-1-208  白(208)  《各色 ¥385》 
 
 ・注文番号  : M-2 先細筆 １本 《¥2,310》 
 
 ・注文番号  : M-3 丸筆 １本 《¥418》 
 
  ・注文番号  : M-4 カーボン紙 １枚 《¥88》 
 
 ・注文番号  : M-5 カキベラ １本 《¥440》 
 
  ・注文番号  : M-6 クエルダセカ 練習用タイル２枚                    
                                                     《2 枚で¥330》 
  
 ・注文番号  : M-8 シャーペン芯（B）1本《¥220》 
 
  ・クエルダセカ色見本 １枚 
  
 
 

以下は各自ご用意下さい  
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内容《》内は追加の際の価格 
 
・絵の具 各色5g 全 9色  ()内は色番号です。     
   注文番号 : M-9-15   黄 (15)      
 注文番号 : M-9-22   オレンジ (22)      
   注文番号 : M-9-8     赤 (8)      
   注文番号 : M-9-95   黄緑 (95)     
   注文番号:  M-9-106 緑 (106) 
   注文番号 : M-9-87   水色 (87)  
 注文番号 : M-9-28   青 (28)  
 注文番号 : M-9-91   茶 (91) 
 注文番号 : M-9-57   黒(57)   《各色 ¥330》 
 
・注文番号: M-2先細筆 １本 《¥2,310》 
 
・注文番号: M-3 丸筆 １本 《¥418》 
  
・注文番号: M-7 下地用釉薬 120g 《¥1,540》 
 
・注文番号: M-10 下地塗用ハケ １本 《¥550》 
 
・注文番号: M-4 カーボン紙 １枚 《¥88》 
 
・注文番号: M-5 カキベラ １本 《¥440》 
 
・注文番号: M-11 パレットタイル 1枚《¥330》 
 
・注文番号  M-12 トレーシングぺーパー5枚《¥165》 
 
・注文番号: M-13 マヨルカ 練習用タイル２枚 
                 《2枚で¥418》 
・マヨルカ 色見本 １枚  
	  
＜作品材料セット B  シリーズを作る方＞水を入れるカップ
（倒れにくいもの）、プラスチックスプーンや割り箸、ドライ
ヤー（なくてもよい）、綿棒、スポンジ、セロテープ、シャー
プペンやボールペン、定規 

 
 
      
 
 
                   

             ↓ 
＜作品材料セット A  シリーズを作る方＞ 
はさみ、セロテープ、水を入れるカップ（倒れにくいもの）シ
ャープペン、楊枝や先の小さいプラスチックスプーン、割り箸
等、ドライヤー（なくてもよい）、綿棒、定規 
 

＜作品材料セット B  シリーズを作る方＞ 
水を入れるカップ（倒れにくいもの）、プラスチックスプーン
や割り箸、ドライヤー（なくてもよい）、綿棒、スポンジ、 
セロテープ、シャープペンやボールペン、定規 

↓ 



  

3. □家工ズゼマ�■よの偉内 
焼成後の作品を以下の加工アイテムを使って装飾品や実用品に加工することができます。 こちらは通信講習を受講され
るお客様へのサービスです。受講されずに加工アイテムのみのご注文は受けておりません。（受講されたお客様は加工
アイテムのみのご注文もその都度お受け致します。価格は全て税込みです。） タイルの加工はサポートセンターでは行
っておりません。説明書を同封しますのでご自分でお願いします。  
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注文番号：K-1  
鍋敷きフレーム 15x15cm タイル用 
￥1100 タイルをはめ込むだけの簡単加工です 

注文番号：K-2  
キーフック 15x15cm タイル用 
￥3300  裏に壁かけフック付 
 

注文番号：K-3  
木製フレーム 15x15cm タイル用 
￥990 
裏に壁かけフック付/ 塗料はぬっていません 

注文番号：K-4  
木製フレーム 20x20cm タイル用 
￥1650 
裏に壁かけフック付/ 塗料はぬっていません 

注文番号：K-5 
木製フレーム 10x20cm タイル用 
￥990 
裏に壁かけフック付/ 塗料はぬっていません 

注文番号：K-6  
鉄製フレーム 15x15cm タイル用 
￥3850 屋外使用可 
 

注文番号：K-10  
鉄製フレーム 10x20cm タイル用 
￥3850 屋外使用可 
 

注文番号：K-7  
タイルハンガー 15x15cm タイル用 
￥440  裏側からタイルをはさむだけの簡単    

加工で、壁掛けにできます 

注文番号：K-8 
小箱 15x15cm タイル用 
￥3650 中の仕切りはありません 

注文番号：K-9  
タイル立て ￥363  



＜通信講習のお申し込みから焼き上がり作品送付までの流れ＞ 
  
①-1  初回のご注文 
  ご希望の「1.作品材料セット」と必要な「2.絵付け道具セット」をご注文下さい。 
 （必要であれば「3.加工アイテム」や「1-2絵付け素材」も一緒にご注文下さい） 
 
①-2  2回め以降のご注文  
 必要な作品材料セットや加工アイテム、道具セットの中で追加が必要なもの等その都度ご注文下さい。 
 
＜注文方法＞  
  ・「通信講習」ページにある材料注文フォームをご利用下さい。  
 
②サポートセンターからご注文の確認と「送料を含むご請求金額」をお知らせします。   
 ご注文が届き次第月曜日を除く 2～ 3日以内に返信します。  
   サポートセンターから２~3日以内に返信がなければ、ご注文がセンターに到着していない可能性もありますので   
   お手数ですがセンターまで再度ご連絡下さい。 
 ＊サポートセンターの夏休み、冬休み中はご注文の受付や講習のサポート業務もお休みします。休みに関しては 
      毎年日にちがかわりますので、スペインタイルアート工房のホームページをご参照下さい。 
 
③ 10日以内に材料を宅急便で発送します。お支払いは代引のみです。ヤマトのコレクト便でお送りします。   
    ご注文日より 10日め以降でしたら日にちと時間の指定も可能です。ご指定がある場合はご注文の際お知らせ下さい。 
 ＊送料、代引き手数料とも実費です。  
    送料の目安はヤマト運輸㈱のHP（http://www.kuronekoyamato.co.jp/ryoukin/ryoukin.html）をご覧下さい。 
  関東からの発送です。代引き手数料は～9,999円までのご注文= 330円／～29,999円までのご注文= 440円／   
  ～99,999円までのご注文= 660円／～300,000円までのご注文= 1,100円 (全て税込)です。 
 
④作品の絵付け  
 各作品に詳細マニュアルを同封します。絵付けに関しての疑問点は、サポートセンターへメールでお問い合わせ 
 ください。  
 ＊サポートセンターの夏休み、冬休み中はご注文の受付や講習のサポート業務もお休みします。休みに関しては毎年   
  日にちがかわりますので、スペインタイルアート工房の HPをご参照下さい。 
 
⑤絵付け後の作品をサポートセンター迄お送り下さい。送料はお客様負担となります。（お客さまのお手元に材料が到 
 着後１年以内の作品のみお受けいたします）梱包方法等は初回にお届けするマニュアルに記載してあります。  
 絵付け後の作品は、ひとつずつでもまとめてお送り下さっても結構です。 
 
⑥サポートセンターにて焼成（約 2週間かかります） ⑦お客様へ発送（ゆうパックの着払いでお送りします） 
 
 材料の追加や加工アイテムの追加がある場合も①～③同様です。 
 
＊焼き物ですのでサンプル写真とは若干色が異なる場合もございます、ご了承ください。 
 

 
 ＊通信講習のシステムは予告無く変更する事があります。 
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●返品について 商品が到着後、未使用、未開封の商品のみ１週間以内にご連絡くださればお受けします。  
 その場合の送料はお客様でご負担下さい。代金は銀行振り込みで返金致します。（振り込み手数料は差し引き 
 ます） 
●配送中の破損について 作品が割れないよう、梱包には充分ご注意下さい。万が一破損した場合はヤマト運輸  
 ㈱へ損害賠償を請求いたしますので、お手数ですが割れた作品や商品を着払いでサポートセンター迄お送り下 
 さい。破損の場合、サポートセンターからは再度材料をお送りすることで対応致します。詳しくはサポートセ 
 ンター迄お問い合わせ下さい。 
●デザインの版権について 当通信講習で使用するデザインは、スペインの伝統的図柄をもとにスペインタイル  
 アート工房でアレンジしたものか、スペインタイルアート工房のオリジナルデザインです。デザインの版権は  
 全てスペインタイルアート工房にございますので、これらのデザインを使用して作品を販売することは固く禁 
 じます。ご了承下さい。  
 



材料セットA（クエルダセカタイル）の作り方例 
用意するもの：絵付け道具セットA、はさみ、セロテープ、水を入れるカップ（倒れにくいもの）、水、シャープペン、          

楊枝や先の小さいプラスチックスプーン、割り箸等、ドライヤー（なくてもよい）、綿棒、定規 

 
  

1. デザインシートを外枠にそってタイルと  
 同じ大きさに切ります。 

2.デザインシートをタイルにのせ、2箇所
（上と左右どちらか）をセロテープで止め 
ます。タイルとデザインシートの間にカー 
ボン紙を挟みます。（黒い面が下） 
 

3.デザインの線を軽くなぞります。 
 （色付きボールペンやシャープペン等    
   何を使ってもよい） 

5. 色を塗ります。釉薬は楊枝等でよくかき 
混ぜます。釉薬がカップの中で固まって 
しまったらほんの少しずつ水を足して割り
箸等でよくかき混ぜます。少しトロッとし
た状態が使い易い状態です。色は自由に決
めて下さい。 

線の濃さは２度描き程度。あまり太くし
すぎないように。一度描いた線はこすら
ないようにします。間違えたら消しゴム
で消して下さい。カーボンで下描きした
線からはみ出したりずれても大丈夫。そ
の場合もカーボンの線は消す必要はあり
ません。カーボンとシャープペンの線
は、焼成すると消えます。 

 
 

4. デザインシートとカーボン紙をはがし
て下描きした線の上を「B」の芯を入れ
たシャープペンで濃く描きます。 
「HB」などではうまく絵付けできません。 

 

6. 筆に釉薬をつけてポトポトと落として 
いきます。 シャープペンで描いた線が釉    
薬をはじきます。（色を塗る前に試し描き
タイルに自由な形を描いて練習して下さ
い） 

 

7. 模様の細かいところは先細筆、広い
所は丸筆で塗る、というように使い分
けるとはみ出しにくくなります。色を
変える時には筆をよく洗って下さい。 

 

 

 

 

 

１色塗り終わったら、ドライヤーで 
乾かしてから次の色を塗りましょう。
はみ出してしまった時の修正がし易い
です。 
 

釉薬は少し盛り上がっていた方が色がキレ
イに出ます。乾いた状態で 1mmくらい盛
り上がるようにのせて下さい。表面は少し
凸凹していても大丈夫です。乾いた釉薬の
上にもさらにのせられます。 

8.全ての色を塗り終わったら絵付け完了。 

  

 

 

 

 



材料セットB（マヨルカタイル）の作り方例 
用意するもの：絵付け道具セットB、はさみ、セロテープ、水を入れるカップ（倒れにくいもの）、水、楊枝や先の小さいプ

ラスチックスプーン、割り箸等、ドライヤー（なくてもよい）、綿棒 

  

 

  

 

1. スポンジを水で濡らし、かたく絞って 
 からタイルの表面を拭きます。 
 

2. ベース用釉薬をプラスチックスプーン 
 や割り箸で良くかき混ぜます。釉薬が 
 固まってしまったら、ほんの少しずつ 
 水を足してかき混ぜます。少しトロッと 
 した状態で使います。  
  
 

3. タイルにベース用釉薬を塗ります。は
けにたっぷり含ませて、２～３度塗りし
ます。2.3度目は表面が乾いてから塗り
ます。ドライヤーを遠くからあてて乾か
しても良いです。 

 の線を軽くなぞります。 
 （色付きボールペンやシャープペン等    
   何を使ってもよい） 

8. 緑の部分を描きます。上から重ねて
描いても大丈夫です。描いたところを
手で擦らないように気をつけて下さ
い。外枠の緑は後で描きます。 

5. 上からボールペンやシャープペン  
 でなぞります 
 

7. 丸筆を水で柔らかくし、丸筆に水
をとってパレットの上で絵の具と混
ぜます。試し書きタイルに描きなが
ら濃さを調整します。 

取って 

 

9. 緑の部分が塗れたら、黒 (57)の絵
の具をパレットに出して、同じように
黒の太い線を塗ります。色を変える時
は筆をよく洗って下さい。細い線や輪
郭線はこの後で描きます。色を塗り終
わったら絵付け完了。 
  

 

 

 

 

4. 転写したトレーシングペーパーを乾か
したタイルの上にのせて、セロテープで
とめます。 
 

6. 小さなスプーンなどを使って絵の
具をパレットにだします。 
 でなぞります 
 


