
 

 

 

 

 

 

ＬＴデカールコーステキスト 

(2021/3/5 改訂版） 

本テキストの内容はセラムアーツ合同会社の著作権で保護されています。 

ＬＴデカールマスター以外の方の無断コピー・使用は禁止します。 
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1. はじめに 

この度はセラムアーツＬＴデカールコース教材をご購入いただき誠に有難ございます。この教材は

セラムアーツの販売する低温転写紙の使い方をマスターするために使用します。 

[転写紙の種類] 

セラムアーツの販売する転写紙には、電気炉を用いて 800℃程度の高温で焼き付ける高温転写紙（ポ

ーセリンアート・ポーセラーツ用）と、家庭用のオーブンやドライヤー・ヒートガンを用いて焼き付

ける低温転写紙(LT デカール、LT: Low Temperature）があります。 

[顔料の種類] 

高温転写紙には、高温まで安定な無機系の顔料（絵の具）が使用されますが、低温転写紙には有機系

の顔料が使用されます。このため発色が良く彩度の高い画像の印刷が可能になります。 

[印刷方法の種類] 

転写紙の印刷方法には、アナログ印刷（スクリーン印刷など）とデジタル印刷（インクジェット・カ

ラーレーザプリンタなど）があります。高温転写紙は特殊な顔料を用いるので今でもアナログ印刷

が主流ですが、一般的な有機系の顔料を用いる低温転写紙ではデジタル印刷が今後主流となり、印

刷画像の画期的な高品質化が実現します。 

[定着方法の種類] 

高温転写紙は顔料に含まれるフラックス（ガラス）成分が高温で溶融し下地に固着しますが、低温転

写紙ではフラックスは使えないので専用付着液（接着剤）を用いて下地に貼り付けます。 

[セラムアーツの低温転写紙の特徴] 

セラムアーツの低温転写紙は、完全オーダーメイドでオンデマンド・デジタル印刷により作られま

す。このため高精細・高解像度の印刷が可能です。また、セラムアーツの低温転写紙の特徴は付着液

にあります。独自の技術により、付着強度と耐水性を飛躍的に高めることに成功しました。これによ

り、低温転写紙は「爪で剥がれる」とか「水に浸けると剥がれる」ということはなくなりました。付

着液には、一般型、高耐水型、ドライヤー専用の３種類があります。 

[ＬＴマスターコースの目的] 

低温転写紙には、ふちあり、ふちなし、メタリック、ふちあり白下地、ふちなし銀下地、極薄ふちあ

り、ドライヤー用ふちなしなど多くの種類があり、それに上の付着液の種類を加えると、使用法が非

常に複雑になります。これをマスターするのか、LT マスターコースの目的です。 

[ＬＴマスターコースの内容と履修者の特典] 

ＬＴマスターコースでは 15 の課題を作製します。テキストに従って作業すれば独学でマスターでき

ます。課題を作製しそのデジカメ写真を送っていただければ、簡単な審査の後、ＬＴデカールマスタ

ーの認証を与えます。この認証によりいくつかの特典を得ることができます。その 1 つは、このテ

キストを使ってＬＴマスターコースと同様のコースを独自に作り、教室を立ち上げることができま

す。その場合には、本テキストの著作権は一切主張しませんので、必要部分はご自由にお使いくださ

い。 
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2. ＬＴデカールコース教材の内容 

 教材が届いたら箱を空けて内容物を確認してください。欠品・不良等がある場合は、セラムアーツ

(shopmaster@ceram-arts.com)にメールをいただければ、追加発送します。 

内容物 

1. 低温転写紙（計 17 枚+下地用ゴールドホイル 1 枚） 

 課題１ ふちあり（装飾タイル、黄色と紺色） 

 課題２ ふちなし（薔薇） 

 課題３ ふちなし（装飾タイル、紺色、緑色、赤色） 

 課題４ ふちなし（花かご） 

 課題５ メタリックゴールド（蝶） 

 課題６ ふちなし（風船） 

 課題７ ふちなし銀下地（ふうせん） 

 課題８ ふちあり白下地（花柄）、トップコート（極薄ふちあり） 

 課題９ ふちあり（チューリップ） 

 課題 10 ふちあり白下地（チューリップ） 

 課題 11 ドライヤー専用ふちなし（ハート） 

 課題 12 ふちなし銀下地（ハート） 

 課題 13 ふちあり（港の夜景） 

 課題 14 ふちあり（ウェルカムボード）、メタリックローズレッド（文字） 

 課題 15 ふちあり（ダマスク柄）ゴールドホイル（下地用） 

２．付着液＋スポイト６本 

 一般型付着液（100cc）、高耐水型付着液（Ａ液 100cc, Ｂ液 100cc）、 

ドライヤー専用付着液（100cc） 

３．１００角タイル ５枚 

４．ガラス皿２枚 

５．150 角アクリル板 2 枚（透明、白色） 

６．スマホケース１個（透明、ハード） 

７．ラバースキージ １個 

 

ご自身で用意していただくもの 

家庭用オーブン（転写紙の焼き付け用、調理用のものを流用）  

ドライヤー（転写紙の焼き付け用、なるべくパワーの大きいもの、できればヒートガンも）  

ワイプアウトツール（排水用、アマゾン等でお買い求め）  

筆 （付着液の塗布用）  

トレイ （転写紙の水への浸漬用）  

ラッカースプレー （クリアー 刷面の保護膜形成用、ホームセンター等で購入）  

段ボール箱 （屋外でのラッカースプレー塗布時の飛散防止用）  

はさみ （転写紙切り取り用）  

カッター （ふちなしのオーバーコート剥がし用）  

ティッシュ （転写紙貼り付け時の付着液の拭い取り用）   

mailto:shopmaster@ceram-arts.com
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3．ＬＴデカールコース課題の内容 

課題１  白色タイルへのふちありタイプの貼り付け 

課題２  白色タイルへのふちなしタイプの貼り付け  

課題３  白色タイルへのふちありタイプの貼り付け 

課題４  白色タイルへのふちなしタイプの貼り付け  

課題５  白色タイルへのふちなしメタリック：ゴールドの貼り付け 

課題６  ガラス皿へのふちなしタイプの貼り付け  

課題７  ガラス皿へのふちなし銀下地の貼り付け 

課題８  ガラス皿へのふちあり白下地の貼り付けとトップコートの重ね貼り 

課題９  透明アクリル板へのふちありタイプの貼り付け 

課題 10  透明アクリル板へのふちあり白下地の貼り付け 

課題 11  透明アクリル板へのふちなしタイプの貼り付け 

課題 12  透明アクリル板へのふちなし銀下地の貼り付け 

課題 13  白色アクリル板への写真転写紙の作製、ふちありタイプ  

課題 14  白色アクリル板へのウェルカムボードの作製、メタリックピンクとの重ね貼り  

課題 15  スマホケースの作製、ゴールドホイル下地の貼り付けとふちありタイプの重ね貼り 
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4. 各課題の説明 

課題１ 白色タイルへのふちあり転写紙の貼り付け 

 

対象物 １００角白色タイル 

転写紙 ふちあり（装飾タイル、黄色と紺色） 

付着液 一般型 

概 要 ふちありタイプの一般的な使い方を習得します。 

 

手 順 

1. タイルの表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面の

油成分を除いてください。洗浄後、表面の水滴やエタノー

ルは拭ってください。 

2.  転写紙をデザインに沿ってハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

4.  タイルの表面にスポイトで一般型付着液を数滴垂らし、筆などを用いて均一に広げてくださ

い。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）台

紙ごとタイルの上に移動してください。 

６．転写紙をタイル上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。これは、綺麗

な仕上がりのため重要な工程です。ただし、水をつけ過ぎて転写紙の付着面に水が入ると転写

紙が剥がれるので注意してください。 

９．室温で十分乾燥します。 

10. オーブンで 130－160℃、10 分間加熱してください。 

11. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

付着液が水で薄まるのを防ぐため、貼り付ける前に台紙の水滴は拭ってください。また、最初の洗

浄でも表面の水滴やエタノールは拭ってください（全ての課題で共通）。 

高温転写紙は台紙に塗ってある水溶性接着剤で下地に貼り付けますので、長時間水に浸し水溶性接

着剤が水に溶出すると付着力が低下し水滴状の欠陥を作ります。これに対し、低温転写紙の逆貼り

の場合では水溶性接着剤は接着に使いませんし、正貼りの場合では、水溶性接着剤が残るとむしろ

耐水性が低下します。したがって、低温転写紙では十分長い時間水に浸して構いません。ただし、

時間が長すぎて台紙から転写紙が剥がれると貼りにくくなるので注意してください。 

ふちあり転写紙のカバーコートの比較的厚いものを使用しています。シールのような貼り付け感を

嫌う方は、極薄ふちありタイプをご使用ください。ただし、破れやすく非常にデリケートな取扱い

になるため、プロ用とお考えください。 

 

 



7 

 

 

課題２ 白色タイルへのふちなし転写紙の貼り付け 

 

対象物 １００角白色タイル 

転写紙 ふちなし（薔薇） 

付着液 一般型 

概 要  

ふちなしタイプの一般的な使い方を習得します。最初の加熱

の後、カバーコートを剥がし、その後本焼成をします。 

 

手 順 

1. タイルの表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面

の油成分を除いてください。 

2.  転写紙をデザインの周囲に余裕を持たせてハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

4.  タイルの表面にスポイトで一般型付着液を数滴垂らし、筆などを用いて均一に広げます。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）台

紙ごとタイルの上に移動します。 

６．転写紙をタイル上に滑らせて台紙を取り除いてください。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水します。排水された付着液は

乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。これは、綺麗

な仕上がりのため重要な工程です。ただし、水をつけ過ぎて転写紙の付着面に水が入ると転写

紙が剥がれるので注意してください。 

９．室温で十分乾燥してください。 

10. オーブンで 120 - 130℃、10 分間加熱します。 

11. 冷却後、四隅のひとつをカッターで剥がします。剥がした部分を指で挟み全体を慎重に剥がし

てください。このときに剥がしたカバーコートに印刷面がついてくる場合は、上の加熱温度が

低すぎます。 

12. エタノールで印刷面およびその周囲を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

13. オーブンで 130-160℃、10 分間加熱してください。 

14. 冷却後、印刷面にクリアーラッカーを吹き付けてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

カバーコートを剥がしたあとは印刷面が直接表面に出ているので、耐久性を求める場合には、表面

にクリアーラッカースプレーを吹きかけてください。このスプレーは匂いがきついので、屋外にダ

ンボール箱を置き、その中でスプレーすることをお勧めします。完全に乾くまではスプレーした面

には触れないでください。 
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課題３ 白色タイルへのふちあり転写紙の貼り付け（高耐水型付着液） 

 

対象物 １００角白色タイル 

転写紙 ふちあり（装飾タイル、紺色、緑色、赤色） 

付着液 高耐水型 

概 要  

ふちありタイプでの高耐水性付着液の使用法を習得します。 

 

手 順 

1. タイルの表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面の

油成分を除いてください。 

2.  転写紙をデザインに沿ってハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けてください。 

4.  高耐水型付着液のＡ液、Ｂ液を等量ずつスポイトで取りタイル上に滴下して良く混合してくだ

さい。なお、混合に筆を使うと洗浄不足とのきに硬化して使えなくなるので、ゴムヘラ等で混

合します。Ｂ液は底に沈殿物があります。使用前にＢ液はよく攪拌して沈殿物を液中に分散し

てください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）台

紙ごとタイルの上に移動してください。 

６．転写紙をタイル上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥してください。 

10. オーブンで 130－160℃、10 分間加熱してください。 

11. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

高耐水型付着液は煮沸でも剥がれない耐水性を有しています。Ａ液、Ｂ液を混合して硬化するの

で、保管時に両液が混ざらないようにし、使用するスポイトも分けてください。水に触れる回数の

多い場所や食器の内側に転写紙を貼る場合には、この付着液を使用してください。 
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課題４ 白色タイルへのふちなし転写紙の貼り付け（高耐水型付着液） 

 

対象物 １００角白色タイル 

転写紙 ふちなし（花籠） 

付着液 高耐水型 

概 要  

ふちなしタイプでの高耐水性付着液の使用法を習得します。 

 

手 順 

1. タイルの表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面

の油成分を除いてください。  

2.  転写紙をデザインの周囲に余裕を持たせてハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けてください。 

4.  高耐水型付着液のＡ液、Ｂ液を等量ずつスポイトで取りタイル上に滴下して良く混合してくだ

さい。Ｂ液は底に沈殿物があります。使用前にＢ液はよく攪拌して沈殿物を液中に分散してく

ださい。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）台

紙ごとタイルの上に移動します。 

６．転写紙をタイル上に滑らせて台紙を取り除いてください。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水します。排水された付着液は

乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥してください。 

10. オーブンで 120 - 130℃、10 分間加熱してください。 

11. 冷却後、四隅のひとつをカッターで剥がします。剥がした部分を指で挟み慎重に全体を剥がし

てください。このときに上の加熱温度が低いと剥がしたカバーコートに印刷面がついてきま

す。 

12. エタノールで印刷面およびその周囲を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

13. オーブンで 130-160℃、10 分間加熱してください。 

14. 冷却後、印刷面にクリアーラッカーを吹き付けてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

高耐水型付着液をコップの表面など曲面や水平でない面に塗ると付着液が流れ落ちてしまいます。

このようなときは小さな皿・トレイなどでＡ液、Ｂ液を混ぜて、その皿・トレイに転写紙の印刷面

（接着面）を浸してから対象物に貼り付けてください。重要なのは付着液の量ではなく、付着液を

水で薄めないことです。  
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課題５ 白色タイルへのメタリックゴールド転写紙の貼り付け 

 

対象物 １００角白色タイル 

転写紙 メタリックゴールド（蝶） 

付着液 一般型 

概 要 メタリック転写紙の使用法を習得する。 

 

手 順 

1. タイルの表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面

の油成分を除きます。 

2.  転写紙をデザインの周囲に余裕を持たせてハサミで切り

取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けてください。 

4.  タイルに一般型付着液をスポイトで数滴垂らし、筆などで均一に広げてください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）台

紙ごとタイルの上に移動します。メタリック転写紙は逆貼りにしたときにメタリックカラーが

表面にでます。 

６．転写紙をタイル上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥します。 

10. オーブンで 100℃、10 分間加熱してください。 

11. 冷却後、四隅のひとつをカッターで剥がします。剥がした部分を指で挟み全体を慎重に剥がし

てください。加熱温度が高くても低くてもカバーコートに金属箔が付着します。 

12. エタノールで印刷面およびその周囲を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

13. オーブンで 130-160℃、10 分間加熱してください。 

14. 冷却後、印刷面にクリアーラッカーを吹き付けてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

メタリック転写紙の最初の加熱は 100℃で行ってください。100℃よりも低くても高くてもカバー

コートに金属箔がついてきます。使用するオーブンごとに最適温度を決めてください。 

もしも、印刷面の一部がカバーコートについてくるようでしたら、課題としてはそのままで結構で

す。実際の使用で、温度を変えても印刷面の一部がカバーコートについてくるときは、一般型付着

液ではなくドライヤー用付着液を使用してください。 

なお、メタリック転写紙は導電性のある金属箔を貼るため電子レンジのご使用はＮＧです。 
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課題６，７ ガラス皿へのふちなし転写紙の貼り付け 

 

対象物 ガラス皿 

転写紙 ふちなし（風船）、ふちなし銀下地（風船） 

付着液 一般型 

概 要 透明ガラスでの色抜けと銀下地での改善を確認しま

す。課題６、７は同時に作ることをお勧めします。 

 

手 順  

1. ガラス皿の表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表

面の油成分を除きます。  

2.  転写紙をデザインの周囲に余裕を持たせてハサミで切り

取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

4.  高耐水型付着液のＡ液、Ｂ液を等量ずつスポイトで取

りガラス皿上に滴下して良く混合してください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）台

紙ごとガラス皿の上に移動します。 

６．転写紙をガラス皿上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥してください。 

10. オーブンで 120 - 130℃、10 分間加熱してください。 

11. 冷却後、四隅のひとつをカッターで剥がします。剥がした部分を指で挟み全体を慎重に剥がし

てください。このときに上の加熱温度が低いと剥がしたカバーコートに印刷面がついてくる場

合があります。 

12. エタノールで印刷面およびその周囲を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

13. オーブンで 130-160℃、10 分間加熱してください。 

14. 冷却後、印刷面にクリアーラッカーを吹き付けてください（省略可）。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

透明なガラスへ転写紙を貼りつけると色が抜けてしまいます（課題６）。濃い色を出したい場合に

は、ふちなしでは下地に銀のメタルホイルを貼ります（課題７）。これにより色抜けは抑えられま

すが、色はメタリック調になります。また、銀下地は濃い色のみで使えます。 
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課題８ ガラス皿へのふちあり白下地の貼り付けとトップコートの重ね貼り 

 

対象物 ガラス皿 

転写紙 ふちあり白下地（和風デザイン、円形）、トップコート 

付着液 高耐水型 

概 要 

ガラス食器の内側に低温転写紙を貼る課題です。色抜けを防ぐた

め白下地（正貼り）に画像を印刷しています。耐水性が必要なの

で付着液には高耐水型を使用します。正貼りのため印刷面が表面

に現れるので印刷面の保護が必要になります。印刷面の保護は、

食器の内側なので有機物の体内への取り込みを防ぐため、クリア

ーラッカースプレーは使いたくありません（成分は無害なので、

あくまで念のためです）。そこで印刷面にトップコート転写紙

（逆貼り）を重ね貼ります。 

 

手 順 

1. ガラス皿の表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面の

油成分を除きます。  

2.  転写紙を円形の外周に沿ってハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

4.  高耐水型付着液のＡ液、Ｂ液を等量ずつスポイトで取りガラ

ス皿上に滴下して良く混合してください。Ｂ液は底に沈殿物

があります。使用前にＢ液はよく攪拌して沈殿物を液中に分

散してください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、台紙を下にして（正貼り）ガラ

ス皿の上に移動します。 

６．転写紙をガラス皿上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥してください。 

10. オーブンで 130－160℃、10 分間加熱してください。 

11. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

 

12. トップコート転写紙を黒い線の内側でハサミで切り取ります。 

13. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

14.  高耐水型付着液のＡ液、Ｂ液を等量ずつスポイトで取りガラス皿上に滴下して良く混合して

ください。 
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15. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、台紙を上にカバーコートを下

にして（正貼り）ガラス皿の上に移動します。トップコート転写紙は非常に薄いのでわずかな

力でも破れてしまいます。水中で横に滑らせるときはわずかな抵抗があっても無理しないでく

ださい。 

16．転写紙をガラス皿上に滑らせて台紙を取り除きます。 

17．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

18．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

19．室温で十分乾燥してください。 

20. オーブンで 130－160℃、10 分間加熱してください。 

21. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

食器の内側に貼る場合は高耐水型の付着液を使ってください。印刷面が有機フィルムで保護される

ふちありタイプ（逆貼り）の使用が望ましいですが、ふちなしや本課題のようにふちあり白下地の場

合は、上からクリアーラッカースプレーではなく、トップコート転写紙を重ね貼りしてください。 

トップコート転写紙は極薄ふちありタイプです。非常に破れやすいので貼るときは最新の注意が必

要です。この課題は、極薄ふちありの使用法の習得も兼ねています。極薄ふちありは仕上がりが綺麗

で、３次元曲面への貼り付けが可能ですが、貼り方が非常にデリケートなのでプロ用とお考えくだ

さい。このトップコートの貼り付けができた方は、転写紙の貼り付けスキルは一流であると言えま

す。 
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課題９、１０  透明アクリル板へのふちありタイプの貼り付け 

 

対象物 １５０角透明アクリル板 

転写紙 ふちあり（チューリップ）、ふちあり白下地（チューリ

ップ） 

付着液 ドライヤー用付着液 

概 要  

アクリル板へのふちありタイプの貼り付け方法を習得します。

アクリル板は耐熱性が低いので汎用ドライヤーによる焼き付け

になります。このためにはドライヤー専用の付着液を使用する

必要があります。課題９、１０は同時に作ることをお勧めしま

す。ただし、ふちありは逆貼りですが、ふちあり白下地は正貼

りになります。 

 

手 順 

1. アクリル板の表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表

面の油成分を除いてください。 

2.  転写紙をデザインに沿ってハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

4.  アクリル板の表面にスポイトでドライヤー用付着液を数滴

垂らし、筆などを用いて均一に広げてください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認した

ら、ふちあり（課題 9）は印刷面を下にして（逆貼り）、ふ

ちあり白下地（課題 10）は台紙を下にして（正貼り）、台

紙ごとアクリル板の上に移動してください。 

６．転写紙をアクリル板上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦

り排水してください。排水された付着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転

写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥します。 

10. 汎用ドライヤー(1200W 以上）を強にして、吹出口を転写紙に 1cm 位まで近づけ 5 分間ほど加

熱してください。 

11. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

ドライヤー用付着液では加熱前に付着液を完全に洗い流すことが仕上がりを綺麗にするために重要

です。透明アクリル板に貼ったときの通常の転写紙と白下地の転写紙の色の抜け方の差を観察して

ください。白下地は印刷面が表面に出るので、耐久性を得るには保護用のスプレーが必要です。 
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課題１１  透明アクリル板へのふちなしタイプの貼り付け 

 

対象物 １５０角透明アクリル板 

転写紙 ドライヤー専用ふちなし（ハート） 

付着液 ドライヤー用付着液 

概 要  

アクリル板へのふちなしタイプの貼り付け方法を習得します。ア

クリル板は耐熱性が低いので汎用ドライヤーによる焼き付けにな

ります。このためにはドライヤー専用のふちなし転写紙とドライ

ヤー専用の付着液を使用する必要があります。 

 

手 順 

1. アクリル板の表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面

の油成分を除いてください。 

2.  転写紙をデザインの周囲に余裕を持たせてハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

4.  アクリル板の表面にスポイトでドライヤー用付着液を数滴垂らし、筆などを用いて均一に広げ

てください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）、台

紙ごとアクリル板の上に移動してください。 

６．転写紙をアクリル板上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥します。 

10.  汎用ドライヤー(1200W 以上）を強にして、吹出口を転写紙に 1cm 位まで近づけ 5 分間ほど

加熱してください。 

11. 冷却後、四隅のひとつをカッターで剥がします。剥がした部分を指で挟み全体を慎重に剥がし

てください。このときに上の加熱温度が低いと剥がしたカバーコートに印刷面がついてくる場

合があります。 

12. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

13. 再度ドライヤーの最高温度で３－５分間加熱してください。 

14. 印刷面を保護するためクリアーラッカースプレーを吹きかけてください（省略可）。 
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～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

汎用ドライヤーでふちなしタイプを焼き付けるには、ドライヤー用転写紙とドライヤー用付着液の

両方が必要です。加熱が十分でないとカバーコートに印刷面が付いてきます。 

 

ふちなしタイプの貼り付けの原理について説明します。 

ふちなしタイプは最初の加熱の後にカバーコートを剥がします。印刷面と下地との付着力をＡと

し、カバーコートと印刷面の付着強度をＢとすると、印刷物を剥がさないでカバーコートを剥がす

ためには、Ａ＞Ｂであることが必要です。 

貼り付け直後ではＡはほぼゼロですのでカバーコートを剥がすことはできません。加熱をすると温

度の上昇とともに高分子の重合が起こりＡは増加します。これに対しＢは工場出荷時で一定の値と

なっていますが、温度が上がりすぎると徐々に増加していきます。したがって、適正温度で加熱し

Ａ＞Ｂの条件を満たさなければなりません。温度が低すぎると印刷面がカバーコートについてくる

のは、Ａが小さすぎて B＞A となっているためです。一方、温度が高すぎても印刷面がカバーコー

トについてくるのは、Ｂが大きくなりすぎて B＞A となっているためです。 

四隅からカバーコートをカッターで剥がす時に、小さな力で簡単にカバーコートが剥がれれば上手

く行きます。それでも印刷面がついてくるときは温度が低すぎます。また、四隅から簡単に剥がれ

ない場合は温度が高すぎるか下地の表面にクリアーラッカーなどが残っていて、その上から貼った

場合でＢが大きくなりすぎています。 

付着力Ａは付着液により変化します。ドライヤー用付着液は 100℃程度の低温でも付着強度が発現

するように設計されています。付着力Ｂは一般のふちなしタイプとドライヤー用ふちなしタイプで

は異なり、ドライヤー用の方が小さくなっています。これにより、ドライヤー用付着液とドライヤ

ー用ふちなしタイプの両方を用いることでドライヤー加熱（100℃程度）でもＡ＞Ｂが成立するよ

うにしています。 

メタリック転写紙の場合は、印刷面と金属箔の付着力 C が小さくなっています。したがって、ドラ

イヤー用転写紙を用いてＢを低くし、C＞Ｂとなるようにしています。メタリック転写紙で最初の

加熱温度を 100℃としているのはこのためです。100℃以上ではＢが増加し、Ｂ＞Ｃとなって金属

箔がカバーコートについてきてしまいます。また、一般型付着液を用いた場合は、100℃の加熱で

もカバーコートと印刷面の付着力Ａが不足し、Ｂ＞Ａとなってカバーコートに印刷面の一部がつい

てくることがあります。このときにはドライヤー用付着液を使用することで、100℃加熱でも十分

な付着力Ａが得られるようにしてください。 

以上のことはふちなしタイプだけに当てはまります。ふちありタイプはカバーコートを剥がさない

ので使用法は簡単になります。ふちなしタイプを使いこなすには、上の内容を十分理解してくださ

い。 
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課題１２  透明アクリル板へのふちなし銀下地タイプの貼り付け 

 

対象物 １５０角透明アクリル板 

転写紙 ふちなし銀下地（ハート） 

付着液 ドライヤー用付着液 

概 要  

透明アクリルへの貼り付けで色抜けの問題を改善するためにふち

なし銀下地タイプを使います。しかし、ふちなし銀下地はドライ

ヤー用台紙に印刷できないので、通常のふちなしタイプになりま

す。加熱温度は 120-130℃が必要なので汎用ドライヤーでは焼き

付けは無理で、ヒートガンが必要になります。全課題の中で最も

難しい課題です。失敗しても構いませんし、ヒートガンをお持ち

でない方はカバーコートを剥がす必要はありません。 

 

手 順 

1. アクリル板の表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面の油成分を除いてください。 

2.  転写紙をデザインの周囲に余裕を持たせてハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

4.  アクリル板の表面にスポイトでドライヤー用付着液を数滴垂らし、筆などを用いて均一に広げ

てください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）、台

紙ごとアクリル板の上に移動してください。 

６．転写紙をアクリル板上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥します。 

10.  汎用ドライヤー(1200W 以上）を強にして、吹出口を転写紙に 1cm 位まで近づけ 5 分間ほど

加熱してください。これは水泡を長じさせないためのプロセスです。 

11. ヒートガンを用いて距離 4 – 5cm で加熱してください。温度が高すぎるとシワができますの

で、それよりもわずかに低い温度になるようにパワーと距離を調整してください。 

12. 冷却後、四隅のひとつをカッターで剥がします。剥がした部分を指で挟み全体を慎重に剥がし

てください。このときに上の加熱温度が低いと剥がしたカバーコートに印刷面がついてくる場

合があります。 

13. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

14. ヒートガンで再加熱してください。 

15. 印刷面を保護するためクリアーラッカースプレーを吹きかけてください（省略可）。 
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～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

ヒートガンを使いこなすことができれば、オーブンを使わずに全ての転写紙を貼りつけることがで

きます。出張教室やアウトドアでも自由自在です。これが低温転写紙でのプロの技です。愛用のヒ

ートガンを決めて、パワーと距離を調整して温度を管理します。ハンディ温度計（クッキング温度

計）の併用も効果があると思います。成功するコツは、熱風のあたる範囲はなるべく広くし、同じ

場所を長時間加熱しないことです。シワができたら温度が高すぎます。また、加熱温度は対象物で

も変わります。金属やセラミックスでは転写紙の耐熱性のみを考えれば良いですが、薄いプラスチ

ックなどでは素材の変形する温度以下でなければなりません。ヒートガンを用いれば加熱時間は２

分間程度でも十分です。下にヒートガンのみで貼りつける方法を示します。 

ふちありタイプの貼り付け 

ヒートガンを 100℃以下にして全体を加熱し残った水分を蒸発させます。このプロセスが不十分だ

と水泡ができます。温度を 120-130℃にして全体を加熱します。下地がアクリル板ならドライヤー

用付着液を、下地がセラミックス・金属で将来剥がす場合は一般型を、剥がさない場合は高耐水型

付着液を使用してください。簡単に剥がしたい場合は、一般型で加熱温度を 110℃程度にしてくだ

さい。 

ふちありタイプの垂直面への貼りつけ 

皿・トレイに付着液を取り転写紙の接着面を浸してから対象物に貼り付けます。貼る順番は上から

です。ティッシュで余分な付着液を拭いならが排水し、転写紙が固定されたらすぐに水に濡らした

ティッシュで余分な付着液を拭います。全ての転写紙を貼り終えてから同時に加熱します。加熱は

一枚一枚丁寧にやってください。付着液の選択は上と同じです。 

ふちなしタイプの貼り付け 

ヒートガンを 100℃以下にして全体を加熱し残った水分を蒸発させます。下地がアクリル板ならド

ライヤー用付着液を、下地がセラミックス・金属なら一般型か高耐水型付着液を使用します。温度

を 120-130℃にして全体を加熱し、冷却後、カバーコートを剥がします。その後、120 - 150℃の適

当な温度で加熱し焼き付けます。必要に応じて最後にクリアーラッカースプレーをかけてくださ

い。ヒートガンを使う場合はドライヤー用ふちなしタイプの転写紙は必要ありません。これによ

り、貼り付ける対象物により転写紙を分ける必要がないので経費の削減になります。 

ヒートガンの使用は、貴女の作品作りの幅を大きく広げますが、自分自身でやり方を工夫し改善し

ていくプロの技であることはご理解ください。 
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課題 13  白色アクリル板への写真転写紙の作製 

 

対象物 １５０角白色アクリル板 

転写紙 ふちあり（港の夜景） 

付着液 ドライヤー用付着液 

概 要  

本コースの課題も商品作成の段階に入

りました。この課題はアクリル板への

フォトフレームの作製です。ふちあり

タイプを使用しますが作業はとても簡

単です。 

 

手 順 

1. アクリル板の表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面の油成分を除いてください。 

2.  転写紙をデザインに沿ってハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

4.  アクリル板の表面にスポイトでドライヤー用付着液を数滴垂らし、筆などを用いて均一に広げ

てください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）、台

紙ごとアクリル板の上に移動してください。 

６．転写紙をアクリル板上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。これは、綺麗

な仕上がりのため重要な工程です。ただし、水をつけ過ぎて転写紙の付着面に水が入ると転写

紙が剥がれるので注意してください。 

９．室温で十分乾燥します。 

10.  汎用ドライヤー(1200W 以上）を強にして、吹出口を転写紙に 1cm 位まで近づけ 5 分間ほど

加熱してください。 

11. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

フォトフレーム用のアクリル板は白色のものを使用しましょう。透明ですと色抜けの問題が起こ

り、これを解決するため白下地を用いると印刷面が表面に現れるのでその保護が必要になります。

銀下地は色の濃いものしかできず、全体にメタリック調になるので、写真には向いていません。 

一般のふちありタイプはカバーシートが厚くシールを貼った感がありますが、フォトフレームでは

問題になりません。大判転写紙の貼り付けで、極薄ふちありタイプを用いて破いてしまうリスクを

冒す必要はありません。 
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課題 14  白色アクリル板へのウェルカムボードの作製 

 

対象物 １５０角白色アクリル板 

転写紙 ふちあり（ウェルカムボード）、 

    メタリックローズレッド（文字） 

付着液 ドライヤー用付着液 

概 要  

本コースの課題も商品作成の段階に入りました。この

課題はアクリル板へのウェルカムボードの作製です。

ふちありタイプとメタリックの重ね貼りを履修しま

す。まず、文字から貼ります。 

 

手 順 

1. アクリル板の表面を中性洗剤で洗うかエタノール

で拭い表面の油成分を除いてください。 

2.  メタリック転写紙（文字）をデザインの周囲に余

裕を持たせてハサミで切り取ります。 

3. トレイに水を入れて転写紙を浸けます。 

4.  アクリル板の表面にスポイトでドライヤー用付着

液を数滴垂らし、均一に広げてください。 

5. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを

確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）、台紙ごとアクリル板の上に移動してください。 

６．転写紙をアクリル板上に滑らせて台紙を取り除きます。 

７．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。後からフ

レーム・写真のふちあり転写紙が重ねられるので、文字の貼る位置はそのことを考慮して決め

てください。 

８．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

９．室温で十分乾燥します。 

10.  汎用ドライヤー(1200W 以上）を強にして、吹出口を転写紙に 1cm 位まで近づけ 5 分間ほど

加熱してください。 

11. 冷却後、四隅のひとつをカッターで剥がします。剥がした部分を指で挟み全体を慎重に剥がし

てください。このときに上の加熱温度が低いと剥がしたカバーコートに印刷面がついてくる場

合があります。 

12. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

13. 再度ドライヤーの最高温度で３－５分間加熱してください。 
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14.  フレーム・写真のふちあり転写紙をデザインに沿ってハサミで切り取ります。 

15. トレイに水を入れて切り取った転写紙を浸けます。 

16  アクリル板の表面にスポイトでドライヤー用付着液を数滴垂らし、筆などを用いて均一に広げ

てください。 

17. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）、

台紙ごとアクリル板の上に移動してください。 

18．転写紙をアクリル板上に滑らせて台紙を取り除きます。 

19．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

20．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。これは、綺麗

な仕上がりのため重要な工程です。ただし、水をつけ過ぎて転写紙の付着面に水が入ると転写

紙が剥がれるので注意してください。 

21. 室温で十分乾燥します。 

22.  汎用ドライヤー(1200W 以上）を強にして、吹出口を転写紙に 1cm 位まで近づけ 5 分間ほど

加熱してください。 

23. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

重ね貼りをするとき、「印刷面は必ず保護するが２重の保護はしない」が原則になります。この課

題では最初にメタリックで文字を貼りました。ふちなしですので印刷面が直接表面に出ています。

この上からふちありタイプを逆貼りするので文字も含め全体が有機フィルムで保護されます。した

がって、この課題ではクリアーラッカースプレーの吹き付けは必要ありません。 

同じ課題を別の方法で作ることもできます。フレーム・写真転写紙をふちなしタイプで作り、メタ

リック文字の転写紙と同時に貼った後、最後にクリアーラッカースプレーを吹きかけます。これで

も保護層は一層のみになります。あるいは、フレーム・写真転写紙をふちなしタイプで作り、それ

を貼ったのちに、ふちありのメタリックで作った文字転写紙を貼ります。この場合は、文字転写紙

は、フレーム・写真の全体を被せるだけの余白を取る必要があります。これでも有機フィルムの一

層のみで印刷面は保護されます。 

このように考えると、それならフレーム・写真とメタリックの文字を一枚のふちあり転写紙で作れ

ばよいと思うかもしれませんが、メタリックとカラー印刷の混在は技術的にできません。 
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課題１５ スマートフォンケースの作製 

 

対象物 プラスチック製スマートフォンケース 

    （透明、ハード） 

転写紙 ふちあり（ダマスク柄）、 

    ゴールドホイル（下地用） 

付着液 ドライヤー用付着液 

概 要  

本コースの最後の課題になります。プラスチック製スマートフ

ォンケース（以後、スマホケース）に、まず、下地のゴールド

ホイルを貼り、その上からふちなしタイプを貼ります。ゴール

ドホイルは転写紙ではありませんが、低温転写紙との重ね貼が

できます。 

 

手 順 

1. ふちあり（ダマスク柄）転写紙をスマホケースの大きさに合

わせて切り取ってください。コーナーに丸みをつけた方が

綺麗に仕上がります。 

2. 上の転写紙を型紙にしてゴールドホイルを切り取ります。ゴ

ールドホイルの裏面に型紙を乗せ、周囲をペンでふちどり

し、そのふちどりに沿って鋭いカッターで切り取ってくだ

さい（ハサミでは難しいです）。 

3. スマホケースの表面を中性洗剤で洗うかエタノールで拭い表面の油成分を除いてください。 

4. スマホケースの表面にスポイトでドライヤー用付着液を数滴垂らし、均一に広げてください。 

5. 切り取ったゴールドホイルをスマホケース上に載せ、位置を調整しながらゴムヘラでホイルの

表面を擦り排水してください。排水された付着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水する

ことでホイルの位置を固定します。 

6．室温で十分乾燥します。 

7.  汎用ドライヤー(1200W 以上）を強にして、吹出口を転写紙に 1cm 位まで近づけ 5 分間ほど加

熱してください。 

8. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

9. トレイに水を入れて転写紙を浸けます。 

10. スマホケースの表面にスポイトでドライヤー用付着液を数滴垂らし、均一に広げてください。 

11. 水中で転写紙が台紙から弱い力で横に滑ることを確認したら、印刷面を下にして（逆貼り）、

台紙ごとタイルの上に移動してください。 

12．転写紙をタイル上に滑らせて台紙を取り除きます。 

13．転写紙の位置を調整しながらゴムヘラで転写紙の表面を擦り排水してください。排水された付

着液は乾いたティッシュで拭い、完全に排水することで転写紙の位置を固定します。 

13．ティッシュを濡らして転写紙の表面および周囲の付着液を洗い落してください。 

14．室温で十分乾燥します。 

 

 



23 

 

15.  汎用ドライヤー(1200W 以上）を強にして、吹出口を転写紙に 1cm 位まで近づけ 5 分間ほど

加熱してください。 

16. 冷却後、エタノールで表面を拭い乾燥した付着液を取り除いてください。 

 

 

～～～ ワンポイントアドバイス ～～～ 

低温転写紙は転写紙以外の素材との融合が可能です。その最も簡単な例としてメタルホイルを下地

に使っています。重ね貼りをするときにふちありの透明部分を利用し下地の色を出します。この下

地は透明な材料に転写紙を貼ったときの色抜けを防ぐ効果もあります。下地には、メタルホイル以

外の素材も使えます。また、下地ではなく、表面に色々な素材を載せることで作品の幅が大きく広

がります。 
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5. ＬＴデカールマスターの申請方法 

課題の作製をしていただき誠に有難うございました。お疲れさまでした。これで皆様は低温転写紙

の使い方は完全にマスターしました。低温転写紙の応用分野は非常に広く、使い方もこれから発展

していくと思います。その応用の広さと発展性が低温転写紙の最大の特徴であるとご理解ください。 

さて、折角課題を作製したのですから、ＬＴデカールマスターの資格を取りましょう。申請はとても

簡単で経費もかかりません。 

申請に必要なもの 

 1. お名前 

 2. メールアドレス 

 3. 住所、電話番号 

  4. 各課題で作った作品のデジカメ写真。失敗があっても構いませんが、全ての課題をトライした

ことを示す写真が必要です。 

 

上記の１－４を揃えて、下のセラムアーツの原稿入稿口から投稿してください。お客様のメッセー

ジの欄に「ＬＴデカールマスターの申請」と記載してください。 

https://www.decamail.jp/mail/nyukou.cgi?id=3660494137d82a5f5278d94ebcf6d735 

 

簡単な審査の後、ＬＴデカールマスターの認証番号をお送りします。 

ご質問等は shopmaster@ceram-arts.com までお願いします。 

 

  

https://www.decamail.jp/mail/nyukou.cgi?id=3660494137d82a5f5278d94ebcf6d735
mailto:shopmaster@ceram-arts.com
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6. ＬＴデカールマスターの特典 

ＬＴデカールマスターの認証を受ければ以下の特典が得られます。一度認証を受ければ年会費等は

一切かかりません。 

[特典１] 

セラムアーツの販売する全ての低温転写紙と付着液を購入することができます。これにより作製で

きる作品の幅が大きく広がります。 また、一般ユーザ用のふちあり、ふちなし転写紙と一般付着

液は 200円割引きで購入できます。  

[特典２] 

１年間の有効期限を持つ割引きクーポン（10,000円）が購入できます。このクーポンの有効期間

中は全ての低温転写紙と付着液を定価の 200円引きで購入することができます。 低温転写紙が 50

枚以上必要となった場合は、このクーポンを購入する方が価格的に有利です。年会費とは異なり、

必要になった時点でいつでもクーポンを購入すれば価格的な優遇措置が得られます。 500dpi割

引きと併用すると一般ユーザの正規料金よりも 600円安く低温転写紙を購入できますので、転写紙

の転売をしても十分な利益が確保できます。  

[特典３] 

ＬＴデカールコースと同様のコースを個人的に作り、インストラクターを育成することができま

す。 ＬＴデカールマスターは当社のテキストを自由に編集して使うことができますので、コース

の立ち上げは楽になります。 低温転写紙を割引き価格で購入し、教材もご自身で用意することで

サロン・教室の運営で大きな利益が得られます。 お友達と協力して新しい協会を作りインストラ

クターをその協会で認定すれば、さらにビジネスを広げることができます。  

 

ＬＴデカールマスターの認証により可能となる在宅ビジネス 

運営関係 

サロン・教室の運営、協会の設立と運営、ワークショップ・コンペ等の企画、リモート教室など 

デザイン関係 

転写紙販売、インテリア、エクステリア（大判壁画用タイルなど）、 

宣伝用ボード・ポスターなど 

グッズ作製と販売関係 

食器、装飾タイル、アクセサリー・小物、スマホケース、ドアプレート・表札、 

ウェルカムボード、フォトフレーム、遺影、ペット用品など 

 

 

 

 

 


