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designer 's inter v iew

写真上：葛飾北斎とコラボした新ブランド「凛」は国内外で注目を集める。4
月より「すみだ北斎美術館」でも取り扱われる。写真左下：上顧客へのオーダー
メイドも今野さんの評価を受けるひとつ。西麻布の高級店をデザイン。写真右下：
恵比寿ロブションにてシャンパンブランド「ペリエ：ジュエ」の演出。

写真上：近年では国内だけでなく、中国・香港・
コロンビアでもパフォーマンスする等世界に活動
の幅は広がっている。写真下：経営する「Belles 
Fleurs Tokyo」ブランドは、銀 座・虎ノ門の直
営店を中心に多くの有名百貨店でも展開。

写真左：日本フラワーデザイン大賞 2006「ウィンドウディスプレイ」部門１位受賞作品。
写真右：日本を代表するディスプレイスポットのひとつ「伊勢丹新宿店」のクリスマスを担当。
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空間に挑むフラワーデザイナーの仕事術

　

写真左：「nakata.net .cafe」の外観。窓辺には花が宙に浮かび、直線的な枝が並ぶ「ブ
ランチ」デザインを。写真右：そこで生まれたヒット商品「ブランチシリーズ」。

フラワーデザイナー／ JDCA講師
ベル・フルール代表取締役

豊富な海外経験から受けた感性とアメリカ
で学んだグラフィックデザインをベースに、
緻密な構成と自然美を表現するフラワーデ
ザイナーとして活躍。構成理論や色使いに
独自の世界観を持ち、プリザーブドフラワー
とアーティフィシャルをミックスしたアレン
ジは、多くのエグゼクティブブランドより指
名を受け、ブランドショップやイベント、レ
セプションパーティの会場装花を手掛ける。
近年では海外にも活躍の幅を広げている。
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designer 's inter v iew

写真上：多くのメディ
アにも取り上げられる
今野さん。この日は、
「FM 東京」のラジオ
番組に「凛」と共にゲ
スト出演。
写真下：東京都リーグ
で戦う、未だ現役バ
リバリサッカープレー
ヤー。平日は経営・
デザイン、休日はサッ
カーと常に全力。

今まで誰も行っていないことを実現する今野さん。「はらべこ青虫」
が日本では有名な世界三大絵本作家の一人「エリック・カール」
とのライセンス契約。フラワーデザイン界では世界唯一。今秋よ
り商品発表予定。

写真上：Jリーグ「浦和レッズ」を伊勢丹
にてプロデュース。レッズの文字をプリザー
ブドフラワーで。写真下：秘蔵のデザイン
ノート。全てのデザインはここから始まる。

A

JDCA の卒業生であり、講師としての信頼も厚い今野亮平さん。専門テクニックを学ぶ［テクニカルレッスン］のステージ演出・フラワー＆グ
リーン制作の授業を担当しています。商業空間の装飾として近年需要が高い、フラワーやグリーンを使ったディスプレイの演出法を、デザイン
の発想から花材のコーディネイト方法、アレンジテクニック、設置テクニックまで総合的に学べる内容です。レッスンでは、仕事をリアルに想
定したプランに基づき、限られた時間・予算で実践を学びます。プロ意識をもって制作に臨めるよう、今野講師はステップごとに細やかなアド
バイスを送ります。笑顔の絶えない和やか雰囲気のなか、制作はスピーディーに進行。１日のレッスンでは、５つのスタイルのステージ用フラワー
＆グリーンプロップス（演出物）を完成させます。

TECHNICAL
LESSON

▶ 詳しくは 8 ～ 9 ページをご覧ください

2018 年 7月17日（火）　 近年、商業空間では植物を使った空間演出が注目されています。このセミ
ナーではレッスンの一部を体験して、植物で空間を素敵に演出し、感動を
生み出すプロセスとディスプレイテクニックの重要性を感じていただけます。

2018 年 6月16日（土）　 テクニカルレッスン「ステージ演出」の授業を見学できるツアーを開催。
レッスンの雰囲気や実際に学べるテクニック等、見学ツアーで体験く
ださい。

２回連続型のレッスンのため、最終的にステージに設
置するのは次週のレッスン。そこでは、１日かけて制
作したフラワー＆グリーンプロップス（演出物）を実際
のステージに設置するテクニックなどを学びます。

商空間のステージ演出を５つのス
タイル別に展開。そのために必要
なデザインの発想法と空間装飾
に落とし込む、手法を学びます。

1
あらかじめ５つのスタイル別に用
意された花材から、品種・形体・
カラーなどデザインに応じた花
材のセレクト手法を学びます。

2
吊る・置く・掛けるの支持形態と
空間構成のバランスから、５つ
のスタイル別のアレンジテクニッ
クを学びます。

3
スタイル別のグループに分かれて
制作実習実施。グループごとに講
師がまわり、クオリティーを高め
る具体的なアドバイスを行います。

4

次週のレッスンに備えて完成した
プロップス（演出物）を、吊る・置く・
掛けるの支持形態別に、設置しや
すい状態に仕上げ、空間バランスを
最終チェックします。

5

Complete!

※ JDCA の各コースとカリキュラムの詳細は６ページを参照してください。

[ ]
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週
1回

通学
スタイル

JDCA

Challenge 4 5

気軽に始められるショートコース。
ディスプレイの基本理論から、制
作、実習まで、楽しみながら体
系的に学習します。

ディスプレイにおける、2 種の専
門分野［VMD］と［フラワーディ
スプレイ］のスキルを身につけて
キャリアアップを目指します。 [フラワー][ VMD ]

Career up 4 9

創意工夫のできる、ディスプレイク
リエイターとしてのトータルワークを
身につけ、ライセンス取得に不可
欠なスキルを習得します。 [フラワー][ VMD ]

License 4 12

「植物や花」の魅力を活か
した空間演出をトータル的
に学ぶレッスン。さまざまな
空間に対応できるアレンジ
メントスキルを習得します。

[ ]
商空間のさまざまな業種を
カバーするVMD 知識と視
覚訴求効果を高めた売り
場作り・商品演出テクニッ
クを習得します。

[ ]

週1回（土曜ＯＲ火曜）の通学スタイルなので、仕事との両立も可能です。

You can
 balance

JDCA
SCHOOL

1 .
　　学びの場は、ディスプレイアイテム専門店。レッスンに必要な最新ディスプレイ商材をご用意しています。

2.
　　最新のディスプレイ事情に通じた講師が、時代のニーズに応じたカリキュラムを構築しています。

3.
　　ライセンス取得コース修了者はディスプレイクリエイター認定資格試験を学科試験のみで受験できます。（実技試験免除）

4.
　　卒業後もハンドブックとして活用できるテキストは受講生しか手に入れることができません。

受講料には制作花材や資材費が含まれています。
上級コースへの編入も可能なので、

まずはチャレンジコースからスタートという方が
近年増えています。
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出
張
レッ

スンスタイル

研修の概要はニーズによってカスタマイズして実施しております。お問合わせから実施まで最短２ケ月程度かかります。まずはお気軽にご相談ください！

Display

・陳列の基礎・デモンストレーション　
・スタイル・場所を想定したワークショップ
・シーズンディスプレイ・売場計画

【	所用時間：2.5H ～ 3H	】

TRAINING.1

Interior Styling

・アーティフィシャルフラワー＆グリーンを
　使った空間装飾
・カラーコーディネイト
・テーブルコーディネイト

【	所用時間：2.5H ～ 3H	】

TRAINING.2

・店舗ディスプレイ事例紹介・陳列と構成
　（デモンストレーション）
・売場づくりワークショップ

【	所用時間：2.5H ～ 3H	】

V M D
TRAINING.3

JDCA

CASE 1 .
東京・上野にある国立科学博物館のミュージアムショップで「VMD 研修」を実施しました。ショップでの実践
研修を行い、受講した販売員の方々はかなり収穫があった様子でした。
【	担当講師：JDCA 講師	二宮一司】

CASE 2 .
モデルルームのディスプレイを担当する、インテリアコーディネーターのためのスキルアップ講座「住宅展示場
のディスプレイコーディネイト術」を実施。基本テクニックを使ったデモンストレーションを豊富に取り入れた
講座に、受講された方々の満足度も高かったようです。【	担当講師：JDCA 講師	前田博美】

CASE 3.
総合商社の大規模な展示会の集客セミナーとして、「フォトジェニックなディスプレイの店舗空間」をテーマに、トレンド
情報と実際の店舗で作れるフォトジェニックブースを解説。ハロウインをテーマに講師が実際に、フォトジェニックスペー
スを制作設置しました。写真を撮る人が多く集まり、セミナー会場もにぎわいました。【	担当講師：JDCA講師	大髙啓二】

CASE 4.
株式会社リーガルコーポレーションのスタッフ研修として、VMDを専門的に学ぶため、通学スタイルを選択し
「キャリアアップコース」を受講。本社のある千葉県から週１回学び、実務のお仕事に活かされています。「今回、
店舗ディスプレイの手法習得とディスプレイに関する社内研修の見直しを目的にＪＤＣＡに入学しました。」
【小売統括部	教育課：鈴木薫さん】
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演出プランを元に、スタイル別の空間演出テクニックを２
週連続で学びます。フラワー＆グリーンを使ったレッスン
では、素材の選択・制作を確認後、実際にステージで演
出するアイテムを制作実習。翌週は、前週で制作した「フ
ラワープロップス」を、各スタイルごとに効果的なテクニッ
クで設置し、想定スタイルのステージを完成させます。

1.
　  2018年 6月16日（土）  講師：今野 亮平
2.
　  2018年 6月26日（火）  講師：田中 泰一

「ステージ演出」で完成させたスタイル別背景を活用して、
シチュエーション別に、服飾雑貨やインテリア小物を使っ
たショーイングテクニックを習得する「ファッションＶＰ」。
フードマーケティングの基礎知識と理論を学び、飲食店
におけるサービスを想定したスタイリング実習を実施する
「フードＶＰ」レッスンの実習風景を見学いただけます。

1.
　  2018年 7月24日（火）  講師：小山 みち枝
2.
　  2018年 7月28日（土）  講師：野村 ヒロコ

FAX・横浜ディスプレイミュージアム店頭用 申込み書
お名前 会員番号 職業

TEL FAX E-mail

JDCA講座情報の DMをお送りしています。ご希望の方は右のチェック欄に　をいれてください。　　□ DM 配信を希望します

お申込み講座の希望日のチェック欄に　をいれてください。

有料
□ 7/6（金）「チョークアート	ウォールクロック」／ ¥4,800（材料費込）　　□ 7/17（火）「手描きでつくるアイディアノート」／ ¥3,800（特典つき）
□ 8/1（水）「カラーコーディネート講座」／ ¥3,800（配色カードつき）

無料

□ 7/6（金）〈セミナー〉初心者でもはじめられる！デッサンパース　　　□ 7/17（火）〈セミナー〉植物で感動空間を創りだす
□ 8/1（水）〈セミナー〉雑貨ディスプレイのコーディネイト術

□ 6/16（土）〈ツアー〉ステージ演出「フラワー＆グリーン」　　　　　□ 6/26（火）〈ツアー〉ステージ演出「マテリアル制作＆設置」
□ 7/24（火）〈ツアー〉ファッションＶＰ　　　　　　　　　　　　　□ 7/28（土）〈ツアー〉フードＶＰ

● TEL：045-441-5274（10：00～17：30）　
● FAX：045-441-0644　
● WEB：http://www.jdca.jp
●店頭：横浜ディスプレイミュージアム２階受付（営業時間のみ）

〈 お申込み方法 〉 いずれかでお申込みください。 〈 受講料お支払いについて〉

キャンセルについて ※必ずご確認ください

（1）開催日10日前まで→受講料全額返金（2）開催日9～3日前まで→受講料の半額を返金（3）開催日
 2日前～開催日当日→返金できません  ※返金の際の振込み手数料はお客様のご負担となります

注意事項
（1）お申込み講座が定員に達している場合はキャンセル待ちとしてご案内いたします（2）講座開始10分前には
 会場にお越しください（3）講座参加の際、長時間となりますので、会員様専用駐車場のご利用はご遠慮ください

JDCA主催の講座のお申込みは下記をご確認ください

「授業見学ツアー」を開催します。対象の授業は共通レッスンの「ステージ演出」
と「ファッションＶＰ」「フードＶＰ」です。スクールの流れ、実習ロケーション
を説明後、当日開催される授業（実習）を見学します。授業はどんな雰囲気で
進行しているの？実習ってどんな感じ？など実習中心型の授業を、この機会にぜ
ひご自身の目で見て、感じてみてください。

① 概要説明　② スクールＤＶＤ観賞　③ 授業（実習）見学　④ 終了（15：45 頃を予定）
集合時間 ▶14：30 ／  集合場所 ▶ 横浜ディスプレイミュージアム2Ｆ受付前 ／ 定員 ▶5名 　※事前に必ずご予約ください。授業見学ツアー概要

どんな授業が行われているのか自分の目で確認しませんか？

●銀行振込の場合：受講料を下記の指定口座にお振込みください。ご入金確認をもってお申込みが完了となります。
　　　　　　　　	【お振込先】横浜銀行  中央市場支店（普）1163772　口座名義：株式会社ポピー
●クレジットの場合：事務局（info@jdca.jp) 宛に氏名と連絡先を
　　　　　　　　	明記のうえメールを送信してください。

※お支払い可能クレジットカード

9

思い描いたディスプレイのアイデアやプランを、自分の手でデッ
サンやパースにし、見える化することで、仕事上のコミュニケー
ションやプレゼテーションが円滑に進みます。自分の個性や感
性を1本の線で表現する、デッサンを体験してみましょう。

2018 7 6

プレゼンテーション効果を狙った多彩なテクニッ
クを駆使し、住宅展示場の造園・エクステリア計画
パース、マンション環境マップ・建築パースをはじ
め数多くの建築・店舗パースの制作を手掛ける。

講師：増田 木綿子
パースデザイナー
JDCA 講師

（デッサンパース担当）

SUMMER OPEN CAMPUS

時間 ▶ 14：30 ～ 16：00 ／ 定員 ▶ 20名 ／ 場所 ▶ 横浜ディスプレイミュージアム2Fカルチャールーム
※開始10分前までに会場へ直接お越しください。

本校に入校を検討されている方に向けた参加費無料の「授業体験セミナー」です。授業の一
部を切り取った内容なので、実際のレッスンの雰囲気や流れをご体験いただけます。またプロ
の職能をご理解いただき、プロとなるために必要なスキルを JDCAでどんな感じで学べるの
か？ぜひ目で見て感じてください。

横浜市神奈川区大野町 1-8アルテ横浜
（横浜ディスプレイミュージアム内）

TEL：045-441-5274

@jdca_school

JDCA

@jdca_school

カリキュラムのポイントからスクールライフ・実習場所のご案内等を個
別にご説明いたします。お電話で都合の良い日時をご予約ください。
気になる疑問や相談など、お気軽にお問い合わせください。

ホームページまたは、お電話にてお申込みください。

お問い合わせ等は
webまたはお電話で
お待ちしております。

近年商業施設では、植物を使ったボタニカルディスプレイと、その
空間を創り出すクリエイターが注目されています。植物で空間を素
敵に演出し、感動を生み出すプロの技を講師の仕事事例と、授業
で制作するフラワーディスプレイの一部を体験しながら学びます。

2018 7 17

豊富な海外経験から受けた感性とアメリカ
で学んだグラフィックデザインをベースに、
緻密な構成と自然美を表現するフラワーデ
ザイナーとして活躍。

講師：今野 亮平
ディスプレイディレクター
JDCA 講師

（テクニカルフラワーレッスン担当）

ライフスタイル提案型のショップでは、雑貨コーディネイトは
欠かせません。目を引くディスプレイは、写真映えもするので
SNS での宣伝効果にも使えます！	プロがレクチャーする雑貨
ディスプレイのコーディネイト術を体験してみませんか？

2018 8 1

VMD手法を体系化し、多様な商業空間で「魅せ
る×売る」ディスプレイを実践。店舗ディスプレイ
のトータルディレクション・ＶＭＤコンサルティン
グを手掛ける。企業研修講師としても活躍中。

講師：前田 博美
ディスプレイディレクター
JDCA 講師  （ VMD基礎・
ディスプレイ基礎・ピンワーク担当）

きた東口

コンビニ 代々木ゼミナール

プラザ栄光

コンビニ
交番

駐車場

横浜イースト
スクエア

横浜
ベイクオーター

横浜そごう

マルイ
シティ

横浜銀行

ポートサイド中央交差点

横浜ディスプレイミュージアム

横浜駅「きた東口A」を出て階段を上がり「ベイク
オーターウォーク」を渡ります。ベイクオーター内
を「ナチュラルローソン」方面に進み、通過しその
まま「ポートサイド中央交差点」の歩道橋（右側）
を渡ります。「交番」から「セブンイレブン」方向
へそのまま300m直進すると右側に横浜ディスプ
レイミュージアムがあります。（入口はビルの手前
を右に曲がり建物に沿って左に回り込みます）教
室は横浜ディスプレイミュージアム内 2 階です。
横浜駅から徒歩15 分程度かかります。

横浜駅

ACCESS
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チョークアートのテクニックで描く「壁掛け時計」制作ワークショップ
です。今回は、基本のチョークアートテクニックを習得して、キュート
なフラワーモチーフ数種類のパターンから、自身でカスタマイズ。自
分だけのオリジナルウォールクロックを制作します。飾るだけでいつも
の空間が、ぐっと華やかな雰囲気になるので、お祝い等ギフトにも最
適です。今回制作した作品は、お持ち帰りいただきますので、ぜひ活
用してみてください。

定員：20名　　受講料：￥4,800（材料費込）
2018 7 6 10 30 13 00

ディスプレイ、インテリア、フラワー、どの分野でもお客さまに伝えたい「テー
マ」や「イメージ」があります。それを訴求する重要なポイントが「色」。コー
ディネートやスタイリングテクニックが完璧であることはもちろんですが、ま
ずは伝えたい「テーマ」「イメージ」に合わせた色を選ぶことで訴求効果が
グンとアップします。この講座では、仕事で活用できる色の知識と、色彩ビギ
ナーの方でもカンタンにイメージを表現できる配色のセオリーを実習を交え
て解説します。講座終了後には、ディスプレイやインテリアなどのテーマとな
るイメージワードを、配色で表現する実践的なテクニックが身につきます。

定員：24名　　受講料：￥3,800（配色カードつき）
2018 8 1 10 30 13 00

1. 仕事で色を活用するために押さえたい色彩の基礎知識
2.「テーマ」「イメージ」を色で伝えるための３つのポイント
3. プランニングテクニック
4. カラースタイリングワーク

1. チョークアート基礎テクニック	 2. 構図・レイアウト解説
3. 制作ワーク	 4. 講師総評

VMD と色彩理論を絡めた販売促進や商品開発のコンサルディング
業務を中心に学校、企業でカラーやディスプレイの講師を務める。

講師：
ディスプレイ＆カラーコンサルタント／日本ディスプレイクリエイター
協会 会員／日本カラーコーディネーター協会ライフケア／カラー・
パーソナルカラー認定講師／商工会連合会専門家派遣登録講師

長年広告デザインの現場に携わり、現在も商業 施設のポスター、
POP などの制作を中心に活動。その傍ら“人生を楽しむ ” をモットー
に、トールペイントやパッチワーク等の手芸全般からバラの育成ま
で、幅広く手がけている。

講師：

ＪＤＣＡでは、1日完結型のディスプレイ講座を開催しています。
ディスプレイに興味のある方でしたら、どなたでもご参加いただ
けます。初心者の方でも大歓迎！ぜひお気軽にご参加ください。
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増田講師のお気に入り
「月光荘画材店オリジナル」の
スケッチブック＆
8Ｂ鉛筆をプレゼント！

SUMMER OPEN CAMPUS

近年、日常の生活において、自身の興味が深くなるもの、
心揺さぶるものなどをスマートフォンで撮影する事ってありま
すよね。それが、のちのアイディアや発想のヒントになったり、
デザインを生み出す参考になったりする事もあるかと思いま
す。今回の講座では、自身のアイディアを画像ではなくあえ
て手描きで表現する事で、更にクリエイティブな発想力に繋
がる「アイディアノート」を制作。自分らしいデッサンの表現
力、魅力を描き表すデザインタッチなど、活用できるテクニッ
クを習得いただけます。

定員：24名　　受講料：¥3,800
2018 7 17 10 30 13 00

1. デッサンの基礎テクニック	 2. 講師の考える事例紹介
3. 制作ワーク	 4. 講師総評

設計会社・デザイン会社にてパースデザイナーとしての
経験を積んだ後、独立。プレゼンテーション効果を狙っ
た多彩なテクニックを駆使し、住宅展示場の造園・エク
ステリア計画パース、マンション環境マップ・建築パー
スをはじめ数多くの建築・店舗パースの制作を手掛ける。

講師：
パースデザイナー／JDCA 講師




