
フラワー＆グリーン
ディスプレイ
6月23日（火）

担当講師：舘 美奈子

テーブル
ディスプレイ
6月9日（火）

担当講師：酒見 薫

ディスプレイスクール情報誌

ディスプレイのヒト、モノ、コトをつなぐ
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お申し込みはこちらから
WEBのお申込みフォーム、お電話、FAXのいずれかよりお申込みください。
TEL ：045-441-5274（9:00～18:00）[ 月～土 9:00～18:00 日曜・祝日を除く ※土曜は授業日のみ受付 ]
FAX ：045-441-0644（9:00～18:00）[ 24時間受付、お返事は翌営業日以降になります ]

www.jdca.jp

販売員の肌感で作った売り場が、
VMDとしても評価されて開眼！
マルイに入社し、ファッションビル内の店舗で販売員とし
て働き始めた五十嵐さん。「店舗の販売員さんってキラキ
ラと輝いていて、自分もあんなふうになりたいと思ったん
です」と、志望動機を明かします。憧れの販売員として
勤務していた５年間、とくに VMDを意識することはな
かったものの、お客さんを喜ばせたい一心で売場作りを
していたら、気付けば売上げはトップクラス。いったい、
どんな売り場作りをしていたのでしょうか。
「とにかくキレイに整った売り場を作ることに徹しました。
あとは、日々のお客さんの動向を見て、反応のよい商品
を目立つ場所に陳列したり、１週間後に欲しくなるであろ
う商品を予測して目に入る場所に陳列したりしていました
ね。僕が仕掛けたとおりに、お客さんが行動してくれる
ので、おもしろかったですし、やりがいもありました」。
そんなある日、社内の VMD 部による店舗巡回があり、
当時のクリエイティブディレクターであるウディ・シムコさ
ん率いるVMD 集団が、五十嵐さんの売り場にも。何を

言われるのだろうか…。ドキドキする五十嵐さんを横目に
隅々までチェックし、下された結果は「とてもよく仕上がっ
ている。これならお客さまにも喜んでいただける」とい
う高評価でした。ホッと胸をなでおろすと同時に、店舗
作りについての答え合わせができたように感じたと言い
ます。この時の VMD 集団の部長が JDCAの大髙先生
で、ここで出会うことになります。その後、五十嵐さん
は VMD 部に異動希望を提出。人生の大きな分岐点とな
りました。
「じつは、異動希望を会社に提出する数日前に夢を見た
んです。その夢は、ショップの店長という今の役職を続
けていて、多少は出世もしたけれど、頭を抱えて苦悩し
続け、もがいている自分の夢でした。目が覚めた瞬間、
今のままではダメだ、自分を、環境を変えなければ…。
怖いけれど、新しいことに挑戦しなければいけない。そ
うしなければ、夢で見た自分になると思い、異動希望を
提出しました」。

今春から新たにジャパンディスプレイクリエイターアカデミー（JDCA）の講師陣に加わった、VMDディレクターの五十嵐雅浩さん。
2015 年に VMDコンサルティング事業を手掛ける「I APARTMENT」を設立し、国内の大手企業はもとより、中国などでも
VMD 業務を実施しています。販売スタッフからスタートした五十嵐さんが、VMDとどのように出合い、おもしろさに目覚め、実績
を積み上げてきたのか。VMDのプロとしての心構えなども含めて、率直な思いを語っていただきました。

販売員からVMDディレクターへ転身！新しい挑戦がVMDの可能性を広げ、未来を作る

Interviewwith
VMD ディレク

ター

五十嵐雅浩講
師

☞続きは
WEB より
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ときめきを刺激する、新たな学びにチャレンジしませんか？

Would you like to start a new challenge?

www.jdca.jp

Early summer 2020
About Basic Course / Interview / Summer open campus

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。

横浜イーストスクエア

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
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

横浜駅

横浜ディスプレイ
ミュージアム

ACCESS

JDCA

@jdca_school

@jdca_school

スクールのくわしい情報は
ホームページをご覧ください

〒221-0055  神奈川県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　Fax : 045-441-0644   （9:00～18:00）
E-mail : info@jdca.jp　URL : www.jdca.jp

ジャパンディスプレイクリエイターアカデミー（JDCA）

「学校説明会」開催中！
なんでもご相談ください。
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。

資料請求
受付中です

SUMMER OPEN CAMPUS 
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28  29 30

June6
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

講義とデモンストレーションでレッスンの一部を体験いただけるセミナー開催！
ベーシックコースとスペシャリストコースの内容を体験いただける「おためしレッスン」
来校による「リアルレッスン」または自宅での「オンラインレッスン」で！

[ 場　所 ] 横浜ディスプレイミュージアム
 2F 講習会室
[時　間 ] 14：30 ～15：30
[ 参加費 ] 無料

Cover Illustration ／ イラストレーター ミエ峰松

Basic Basic

フラワー＆グリーン
装飾って？
6月16日（火）

担当講師：本間 るみ子

Specialist

ライフスタイル提案型
ディスプレイって？
6月6日（土）

担当講師：前田 博美

Specialist



JDCAとは？
ディスプレイの基礎理論から、商品を魅力的に魅せる売り場づくりやデザインまで、実務に直結したスキルが学べる日本初のディスプレイ専門アカデミーです。

 どんなコースがあるの？
基礎からスムーズにレベルアップできる 3 段階のコース

▶ベーシックコース
　ディスプレイに必要な基礎知識が気軽に学べるショートコース（8日間）
「レッスン単位」での受講も可能です。

▶スペシャリストコース
　 VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）を理解して、
　 さまざまな視点から専門スキルを習得できる、VMD集中コース（10日間）
▶プロフェッショナル養成コース
　資格取得を目指した、実践的なテクニックが習得できるコース（4～5日間）
　 各専門分野に特化した 4 つのカテゴリーをご選択いただけます。

 ときめきを刺激する、
新たな学びにチャレンジしませんか？
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どんな人が学んでいるの？

初心者の方も多いですが、
近年「コーディネイター」という職能の方が増加してます。

小売業
接客販売
31%

小売業
企画・促進関連
14%コーディネーター

15%

フラワー
デザイナー
13%

造園・建設・
設計関連
8%

ブライダル関連
5%

初心者・一般事務・主婦
14%

どこから通学しているの？

関東圏以外は毎年約2 割が県外から
通学されているのも驚きです！

仙台
2%

静岡
5%

名古屋・愛知
2%

大阪・京都・
神戸
5%広島・博多

5% 関東
71%

調査対象：2016 ～ 2019 年度生

平均年齢

学びに年齢はないようで、
毎年仲良くレッスンしています！

38.5 歳

21 歳最年少：

60 代最年長：

 ベーシックレッスン 2020年7月開校！
ディスプレイコーディネイトの基礎を気軽に学べるショートーコース。
このたび、オンラインレッスンを選択することも可能となりました。 ※①～⑥が対象

受講生ってどんな人？

資格の取得はできますか？ 
最短約半年で資格取得できます。プロフェッショナル養成コースの、各専門分野に特化したコースごとの規定修了基準に達した人のみ、
協会が認定する「ディスプレイクリエイター」としての認定証と認定番号を発行いたします。

1レッスンから始められる「ベーシックコース」が７月にスタート！
新しい学びと出会いが、クリエイティブな感性を育みます。

ディスプレイや
スタイリングの
ノウハウや、
現場で必要な
スキルを効率よく
学べます。

週１回の
レッスンだから
働きながら
学べます。

学びたいと思った理由 TOP3

圧倒的に「理論」の習得を
希望されているんですね！

基本理論の習得1位 22％

ディスプレイテクニックの習得2位 18％

資格が取得できる3位 15％

初心者もスキルをブラッシュアップしたい人も！ ディスプレイの基礎を知れば活躍の場はもっと広がります。

基礎
理論

デモン
ストレー
ション

ワーク
ショップ

通常￥20,000（税別）のところ ￥10,000（税別）に！ 参加条件

ベーシックレッスン 1回おためしキャンペーン 開催中！
初めてご参加いただく方
法人の場合は1社につき1名さま限定ベーシックレッスン1回分受講料半額 詳しくはWEBへ

チャレンジしてみたいと思ったあなたを応援します！

食空間のコーディネイトに欠かせない表現テク
ニック！自己流からワンランクアップ出来る、テーブ
ルコーディネイト術。

テーブルコーディネイト

フード＆テーブルコーディネイター
担当講師：酒見 薫 Kaoru Sakemi

7月11日（土）・7月14日（火）

※レッスン内容はそれぞれ各日同一です

◆開校スケジュール
7月
●

3月
●

9月
●

12月
●

1月
●

スペシャリストコース プロフェッショナル養成コースベーシックコース

ベーシックコース

◆タイムスケジュール
10:30 12:00 13:00 16:00

ベーシックコース・スペシャリストコースは入校時に「火曜クラス」または「土曜クラス」を選択。
各レッスン共に同じ内容で進行しますので、振替受講が可能です。

90 分 180 分昼食

デザインの決めてとなる「色」！
自由自在の配色テクニックを身につけよう。

カラーコーディネイト

ディスプレイ＆カラーコンサルタント 
担当講師：吉富 幸恵 Yukie Yoshitomi

7月4日（土）・7月7日（火）
空間演出に欠かせない、お花のコーディネイト術！
基本テクニックをマスターするとディスプレイの幅が
広がります。

フラワースタイリング＆ディスプレイ

フラワーディスプレイデザイナー
担当講師：本間 るみ子 Rumiko Homma

7月18日（土）・7月21日（火）
１本のペンだけでイメージを表現できる！コミュニ
ケーションを円滑にする、デッサン＆パースを身に
つけよう。

デッサンパース

パースデザイナー
担当講師：増田 木綿子 Yuko Masuda

8月1日（土）・8月4日（火）

注目されるディスプレイには訳がある！自分で簡単
に出来るディスプレイのDIYテクニックをマスター
しよう。

ＤＩＹディスプレイ

ディスプレイクリエイター
担当講師：小原澤 綾子 Ryoko Koharazawa

8月22日（土）・8月25日（火）
自然で癒される、グリーンスタイルのディスプレイ！
基本テクニックをマスターするとコーディネイトの
幅が広がります。

グリーンスタイリング＆ディスプレイ

フラワーディスプレイデザイナー
担当講師：舘 美奈子 Minako Yakata

8月8日（土）・8月18日（火）
住空間におけるコーディネイトはスタイルが重要！
基礎を学んで、コーディネイトスキルを高めましょう。

スタイリング＆ディスプレイ（住空間）

インテリアコーディネーター
担当講師：大河原 さおり Saori Okawara

8月29日（土）・9月1日（火）
注目されるディスプレイには訳がある！
「魅せる×売る」基本テクニックをマスターしよう。

スタイリング＆ディスプレイ（商空間）

ディスプレイコーディネイター
担当講師：北城 有紀子 Yukiko Houjo

9月5日（土）・9月8日（火）

1 2 3 4

5 6 7 8

卒業生に聴く、入学してからの活躍！ VMD理論と実務を習得したことで、仕事の幅がひろがった 2人の卒業生をご紹介いたします。

まずは、スペシャリストコースからスタート。その後、
足りないスキルをベーシックコースからチョイスし
て受講してからプロフェッショナル養成コースに。

宮本さんのように、インテリア・ディスプ
レイに関しての実務経験のある方の場合
のコース選択

プロフェッショナル養成コース

ベーシックコース

スペシャリストコース

入学のきっかけ：モデルルームのインテリアコーディネイターとして活躍しな
がら、作り付けの棚も一緒にディスプレイしてほしいなどの要望が増え、ディ
スプレイのノウハウを学びたいと入学。「ディスプレイは、少し苦手意識が
あり、消極的になっていたのです」と、当初は話していた宮本さん。理論
とテクニック習得後は、自信をもって仕事ができるようになったと言います。

宮本 万紀子さん  ホームステージングコーディネイター
入学のきっかけ：インテリア雑貨店勤務から、売り場のディスプレイに携
わる仕事がしたい。福岡から上京してJDCAへ入学。基礎からしっかり
学ぶことで、自己流との違いを実感。卒業のタイミングで、デザイン会社
に就職。現在は、百貨店販売促進部のデコレーターとして、店舗内のディ
スプレイを担当。学んだスキルを活かし、キャリアアップしています。

三安 智子さん  ディスプレイコーディネイター

三安さんのように、インテリア・ディスプ
レイに関しての基礎知識がある方の場合
のコース選択
足りないスキルをベーシックコースからチョイスし
て受講してからスペシャリストコースを受講。その
後プロフェッショナル養成コースに。 プロフェッショナル養成コース

ベーシックコース

スペシャリストコース

●足りないスキルをレッスン単位で学ぶ

※スタイリング＆ディスプレイ⑦⑧のみの単独受講はできません。※オンラインレッスンは①～⑥のレッスンが対象となります。

●自宅から「オンラインレッスン」で学ぶ
●基礎からしっかり全てのレッスンを学ぶ
●来校による「リアルレッスン」で学ぶ

学びかた

     いろいろ！ お申し込みは
こちらから


