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キャリアが輝き出す、必要な学びがここにあります。

Jdca is what you need to learn to make your career up.

www.jdca.jp

Autumn 2020
About Specialist Course / Interview / open campus

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

JDCA

@jdca_school

@jdca_school

〒 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 
E-mail：info@jdca.jp URL：www.jdca.jp
JDCA 営業時間 10:00 ～ 17:30

ジャパンディスプレイクリエイターアカデミー（JDCA）
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スクールのレッスン内容や、リアルな受講
生の声等、年4回発行しているスクール情
報誌。2020年度のバックナンバーはＨＰ
でも閲覧いただけます。
本誌ご希望の方はお気軽にお問合せください。
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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。

横浜ディスプレイ
ミュージアム

ACCESS

New!

ディスプレイに興味がある、レッスンはどんな感じで進行するの？などスクールに関しての疑問に
対応いたします。また、スクールの全貌を理解できる「JDCAスクールガイドブック」本誌をご希望
の方には、郵送いたします。まずは、お気軽にＷＥＢお申込みフォームからお問合せください。

スクールガイダンス随 時 受 付中！
なんでもご相談ください。SSchoolchool gguidanceuidance

1. 入学金免除！ 通常￥30,000（税別）のところ無料に。
2. JDCA オリジナルテキスト＆副教材（￥5,000）プレゼント！

2020 年 8月 22日（土）までにお申込みいただくと（当日消印有効）

スペシャリストコース入校キャンペーン開催中！
チャレンジしてみたいと思ったあなたを応援します

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「おためしレッスン」開催！
今回は９月からスタートするスペシャリストコースから、近年注目されているライフスタイル型コーディネイトの視点で、

「衣・食・住」のショップにおける商品コーディネイトのプロセスとテクニックの一部を体験いただきます。ぜひお気軽にご参加ください。

おためしレッスン概要
●場所 ／ 横浜ディスプレイミュージアム2F 講習会室　●時間 ／14 :00 ～15 :30　●定員 ／10 名　●参加費 ／ 無料

JDCAのオンライン受講は
ZOOMを使用して行います

来校受講 or オンライン受講、選べます！OPEN CAMPUS OPEN CAMPUS 

ライフスタイル 提 案 型
コーディネイト

メーカー、商社において店舗開発など
に携わった経験を活かし、企業や行政
関連のコンサルタントとして、マーケ
ティング・商品開発・VMD・ブランディ
ング事業などに従事。

講師：野村 ヒロコ
店舗プロデューサー

フード編 8月 27日（木）

ライフスタイル 提 案 型
コーディネイト

プロデュース企業にてディレクターと
してVMDを中心とした企業ブラン
ディングに従事。中国など海外企業向
けに店舗価値向上のディレクターとし
ても活動中。

講師：五十嵐 雅浩
VMDディレクター

ファッション編 8月20日（木）

ライフスタイル 提 案 型
コーディネイト

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
掛ける一方でJDCAスクールディレク
ターとして人材育成に注力、企業研修
の講師としても活動中。

講師：前田 博美
ディスプレイディレクター・VMD ディレクター

インテリア編 8月11日（火）

WEB 申込みフォーム・電話・FAX いずれかよりお申込みください

FAX：045-441-0644TEL：045-441-5274
JDCA 営業時間 10:00 ～17:30
※月～土曜日（土曜日は授業日のみ受付）
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住宅のインテリアコーディネーターから
ホテルなどの空間演出も手がけるように
ハウスメーカーのインテリアコーディネーターとして新築物件
やリフォームを手がけていた新井絹世さん。お客さんに信頼し
て仕事を任せてもらえるように２級建築士の資格を取得する
など、勉強熱心な新井さんは、ジャパンディスプレイクリエイ
ターアカデミー（JDCA）の存在を知り、群馬県から通うことに。
「インテリアコーディネーターという職業柄、ディスプレイを求
められることもあるんです。けれど、飾り方をちゃんと学んで
いないので、雑誌などのディスプレイを見よう見真似で取り入
れているだけ。独学で自信がなかったんです。だから“ 飾る”
知識と技術を学びたいと思いました。会社を辞めて独立する
ことも視野に入れていたので、そのために必要な力をつけた
いとも思ったんです」。それが入学を決めた動機でしたが、卒
業後は思いがけない展開が待っていました。
JDCA の卒業制作で自信を深めた新井さんは、卒業後ほどな
くして退職。フリーとして活動を始めた直後に知人を介して、
「ある企業の社長が、ホテル事業の企画デザインを任せられ

る人材を探しています」という話が舞い込み、すぐに顔合わ
せが実現。その際に「新井さんなら、うちのホテルをどう変え
ますか。プレゼンしてください」という課題も渡されていました。
JDCAでは、コンセプトから紐解いたプレゼン資料の作成の
仕方、提案の仕方などを学んでいたため、「かえってラッキー！」
と感じたほど。プレゼンを行った結果、社長からはわかりや
すいプレゼンだったと高評価をもらい、さっそく委託契約を
結ぶことに。
現在、新井さんは社長からの信頼も厚く、ホテルや駐車場な
ど 10 件以上の案件を任されています。「住宅しか知らなかっ
た私が、商空間のディスプレイを新しく手がけられたのは、
JDCAで幅広く学べたおかげです」。大好きな住空間への興
味は尽きないため、新築と中古物件のインテリアコーディネー
ターとしての活動も再開。いずれはホームステージングにも広
げていきたいと意気込みを語ってくれました。

卒業生に聴く、活躍のフィールドが広がり新しい扉が開く！卒業生に聴く、活躍のフィールドが広がり新しい扉が開く！

基礎知識を把握した上で進行するスペシャリストコースは、想定した空間を企画デザインから
制作・設置・ショーイングまでのプロセスで具現化していくことで、ディスプレイクリエイター
として活躍できるスキルが実践的に習得できるカリキュラムとなっています。

スペシャリストコースからスペシャリストコースから入校入校できます！できます！
ディスプレイやインテリアに関する基礎知識を有する方は、
スペシャリストコースから入校いただけます。

Lesson Curriculum ＶＭＤ理論とテクニックで完結する10日間

◆Time schedule

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。

10:30 12:00 13:00 16:00
90 分 180 分昼食

学びの場は横浜ディスプレイミュージアム。
実働している商業空間で実践的な実習が
体験いただけます。

◆Location

99月
上旬月上
旬スタスターートト！！

衣食住におけるライフスタイル型コーディネイトの立案・具現化できるテクニックを習得

8. フード VP

9. インテリア VP
10. ファッション VP

スペシャリストコースは全10日間のコース受講となります。

空間のテーマ・コンセプトから発想するデザインを具現化するテクニックを習得

4. フラワーデザイン理論
5. フラワー＆グリーン（住空間演出）
6. フラワー＆グリーン（商空間演出）
7. 制作・設置理論

企画の組み立て方からプレゼンテーションまでの流れを習得

2. プランニング（企画・プレゼン）

3. プランニング（制作・図面）

1. VMD 理論 Pierre Marcolin -ピエール・マルコリーニ-御中

２０１６　Christmas　Collection　ディスプレイのご提案
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ディスプレイワーク カリキュラム

企画デザイン

プレゼンテーション

ショーイング

制作

設置・施工

カリキュラムの特徴
企画デザインから制作・設置・ショーイングまでのワークプロセスを網羅したカリキュラム。
レッスンは、基礎理論を学び、講師によるデモンストレーションで理解を深め、
課題をもとにワークレッスンでディスプレイを完成させる1日集中型。
1レッスン完結で段階的に学べるのも魅力です。

学びの場が日本最大級の
ディスプレイアイテム専門店
プロに向けたディスプレイアイテム
の専門店「横浜ディスプレイミュー
ジアム」が学びのステージ。厳選
したディスプレイアイテムを使い、
売り場を活かした実習体験ができ
るのは、JDCAだけの特徴です。

制　作

プレゼンテーション

企 画デ ザイン

ショーイング

設 置 ・ 施 工

Specialist course
2020年 9月開校 土曜日クラス・火曜日クラス（週 1回）

レッスン
スケジュールは
こちらから

空間演出のプロフェッショナルが後押し！
キャリアアップに必要な理論とテクニックが凝縮された10日間にチャレンジしませんか？

Interviewwith
ホームステージン

グコーディネータ
ー

新井 絹世さん（2
0期生）

現場で役立つＶＭＤを
実践的に学ぶ

視覚に訴える販売手法ＶＭＤの
基礎を学び、企画デザインから
制作・設置に至るワークプロセス
の流れを実習を通して体感いた
だけます。
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フラワー＆グリーンの
装飾テクニックを習得
商空間・住空間の演出に欠かせ
ないフラワー＆グリーンの装飾
テクニックを学ぶことで、さまざ
まなスタイル提案を具現化でき
るスキルが身につきます。
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ディスプレイコーディネイト
テクニックを習得

衣食住それぞれの視点でコー
ディネイトテクニックを学ぶこと
で、ライフスタイル提案型ディス
プレイに必要な知識とテクニック
を習得いただけます。
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プロとして活躍する
クリエイターが講師を担当
業界で活躍するクリエイターが、
それぞれの専門分野のレッスン
を担当。リアルな業界の動向や
トレンドを取り入れ、随時レッスン
を刷新できるのも魅力です。
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続きは
ＷＥＢへ

プロフェッショナル養成コース

スペシャリストコース
足りない基礎知識を

単位レッスンでチョイス受講！

ここまで受講すると
「ディスプレイクリエイター」
認定資格が取得可能！

ベーシックコース

基礎知識のある方はここから挑戦！


