


① キラキラ大人むけスイーツジュエリー
粘着力のあるジュエルパテDeCoReに、直接キラキラビジューストーン
をのせてデコレーションができます。

② 短時間で硬化
パテ Aとパテ B を混ぜ合わせてから硬化するまでの時間が約１時間。
時間をかけずに楽しく作れます。
（身につけるまでは５～６時間必要です）

③ 表面加工で本物らしさが出せる
焼き色のつけ方やニスの使い方など、リアルでおいしそうな表現を
学べます。

④ アクセサリーメイキングが学べる
アクセサリーパーツのつなぎ方（9 ピン・Ｔピン）など、基本テク
ニックを学ぶことで、アクセサリー作りの幅を広げます。

① 取れにくい強力接着 ② 混ぜるだけで固まる ③ いろんな素材に接着

④ 手で触れる安全パテ ⑤ 色は豊富な20種類

ビジューデコスイーツの魅力

ジュエルパテ DeCoRe の特徴

デコレーション専用のパテ。パテ A とパテ B の 2 つを混ぜ合わせることで、硬化し固まります。焼成などの必要がなく、
金属・ガラス・プラスチック類・陶器・木・革類などに強力に接着します。
（木は一部接着しないものもあります。また、布や紙には接着しません。）

ビジューデコスイーツ認定講座
この講座では、デコの世界でも愛好家が急増中の「スイーツ」をジュエルパテDeCoReで作ります。
まるで本物のような質感を出すための表面加工技術、身に着けるためのアクセサリーメイキングの
基礎を含めた約 80 のテクニックを習得します。

パテの扱い方や、ビジューの置き方、
用具の使い方等の基本を学びます。
思わず甘い香りが漂ってきそうな
高級スイーツリングを作ります。

［作業時間：30 分］

シンプルモデリングのチョコリング

モールディング（型抜き）
ニス（ツヤあり）、
金パウダーの使い方、焼き色のつけ方
9ピンのつなぎ方と丸め方
Tピン・キャップ・ボールチェーンの
使い方、チェーン結束の仕方

型（モールド）を用いてパテを型から
きれいに抜くテクニックを学びます。
焼き色をつけた面と、ゴールドのパウ
ダーをつけた面の両方が楽しめるリバー
シブルな大人のストラップの出来上がり。

［作業時間：60分］

表面加工

アクセサリー
メイキング

パ テ
モデリング（成形）

リング台の使い方アクセサリー
メイキング

泉谷有美デザイン

柴田由美デザイン

泉谷有美デザイン

泉谷有美デザイン 泉谷有美デザイン

泉谷有美デザイン

柴田由美デザイン

柴田由美デザイン

パ テ

Lesson1
モールディングの金のたいやきストラップ

Lesson2
カバーリングのエクレアブレスレット

Lesson3
マーブリングのアイスクリームブローチ

Lesson4

オーバーラッピングのマカロンメガネ留めロングネックレス

Lesson5
ラッピングの抹茶トリュフペンダント

Lesson6
パターニングの銀のアイシングクッキー（パンプス）チョーカー

Lesson7
ユニッティングのシュークリームリボンバッグチャーム

Lesson8

テクニック

テクニック

パターン（図案）を使った作品の
作り方を学びます。薄く型取った
パテをはがして重ねる上級者テク
ニックになります。Ｕ字金具やア
ジャスター、つぶし玉、フレンチ
ワイヤーの使い方など使えるテク
ニック満載。

［作業時間：90 分］

ユニッティング（合体）、
凹みの作り方
シュガーパウダーのつけ方

リボンの作り方、丸カン・カニカン・
デザインＣカンの使い方、
チェーンリボンの作り方

パテを組み合わせて1つのパーツ
( シュー皮の蓋 ) を作ります。
焼き上がりや生クリームの質感
表現、シュガーパウダーの表面
加工を学びます。アクセサリーメ
イキングでは可愛らしいチェーン
リボンを作ります。

［作業時間：120 分］

表面加工

アクセサリー
メイキング

パ テパターニング（図案）、2層の作り方
ニス（ツヤあり）、
銀パウダーの使い方、
焼き色のつけ方
U字金具・アジャスター・
つぶし玉・ナイロンコートワイヤー・
フレンチワイヤー・カニカンの使い方、
パールのストリング

表面加工

アクセサリー
メイキング

パ テ

テクニック
テクニック

一般財団法人生涯学習開発財団認定

ピエ（ヒダ部分）の表現やヴィーダ、
ヒートンの埋め込み方法を学びま
す。アクセサリーメイキングの基
本技法、メガネ留めで素敵なロング
ネックレスに仕上げます。

［作業時間：120 分］

裏面

ラッピング（芯全体の包み）、
底の作り方、ボールチェーンの
使い方
カニカン・デザイン Cカン・
バチカン・Tピンの使い方

芯全体を包むテクニックと下部分の
チョコだまりを作ってリアル感を
表現する方法を学びます。
Ｃカンやカニカンの使い方を習得す
ることで、アクセサリーメイキングの
幅を広げることが出来ます。

［作業時間：120 分］

アクセサリー
メイキング

パ テオーバーラッピング
（芯半分の包み）、
3層重ね、ピエの作り方、
ヴィーダやパーツの埋め方
デザインチェーン・
スペーサーの使い方、
メガネ留めの作り方とつなぎ方

アクセサリー
メイキング

パ テ

テクニックテクニック

楕円に形成したパテの上に、薄く
伸ばしたパテを被せるテクニックや、
焼き色をつける方法を学びます。
アクセサリーメイキングテクニックが
たくさん盛り込まれています。

［作業時間：120 分］

3色マーブリング

デザイナーズ作品
※認定課題作品ではありません

デザイン ：泉谷有美

ニス（ツヤあり）の使い方

9ピンのつなぎ方と丸め方、
Ｔピン・ブローチピン・
透かしパーツの使い方

３色のマーブリングとひび割れの
作り方を学びます。
透かしパーツをコーンにみたてた
今までにない新しい使い方と、ア
イスをおいしそうに盛り付ける
テクニックも学べます。

［作業時間：60 分］

表面加工

アクセサリー
メイキング

パ テ

カバーリング
ニス（ツヤあり）の使い方、
焼き色のつけ方
9ピンのつなぎ方と丸め方、
Tピン・Cカン・
デザインチェーン・マンテル・
座金の使い方

表面加工

アクセサリー
メイキング

パ テ テクニック

テクニック

裏面

アクセサリーメイキングを含んだ　約80のテクニックが学べる！
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