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お申込みはこちらから
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 9:30 ～ 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

ドライフラワー好きが高じてアレンジメント教室を始めることになった藤井さ
ん。作品が評判を呼び、百貨店からお声がかかり、期間限定で展示販売も
行うように。継続して出店するには、売り上げを増やすことが大事です。作
品をより魅力的に展示してお客さんの目に留まり、手にしてもらうにはどうす
ればよいのか。試行錯誤をするなかでJDCAの存在を知り、ディスプレイ
の基礎を学ぶために JDCAに入学しました。2010 年のことです。
卒業後は、草木染めや藍染めのオリジナル作品も手がけるなど、事業は順
調でした。「販売する場所やお客さんの好みをリサーチし、それに合わせて
ディスプレイを変えられることが、私の強みになったんです。売り上げもアッ
プし、販路も拡大しました」。
ところが 4年前、JDCAの卒業生向けに新しく始まる「ホームステージング
コーディネイター」の養成講座を知り、受講を決意。藤井さんにとって大き
な転機となりました。
「“ホームステージング ”は初めて聞く言葉でしたが、アメリカでこれだけ定
着しているのなら、なじみの薄い日本でもやがて大きな事業になるだろうと
直感したんです」。

　数か月間の講座を受け、ホームステージングの会社に就職した藤井さん
は、新しい第一歩を踏み出し始めます。養成講座では、「ホームステージン
グとは何か」を徹底して学び、インテリアコーディネイターとの違いも明確
です。何より10 年前のJDCAでの学びが、現場でとても役立っていると力
説します。たとえば、不動産物件の室内に見せ場を作るとき、「フォーカル
ポイントを作るレッスンで学んだ知識やテクニック」が活きていると話します。
もちろん、フラワーアレンジャーの経験も役立っており、「ホームステージン
グに欠かせない花やグリーンを、物件に応じて効果的に選んで飾れるのは、
長年花に携わってきたからこその利点です」。
2019 年 9月に独立し、ホームステージングの会社を設立した藤井さんが、
これまでに手がけたホームステージングは150 件以上。やりがいを感じ、
将来展望はますます広がっています。

フラワーアレンジャーとして25 年間活躍している藤井孝子さんに、「ホームステージングコーディネイター」という職能が4 年前から新たに
加わりました。ジャパンディスプレイクリエイターアカデミー（JDCA）を卒業し、6 年後に訪れた大きな転機です。養成講座を経てホームス
テージングの会社に就職し、一昨年に独立。学びを重ね、経験を積むことで、活躍の幅がどのように広がったのか、伺ってみました。

ホームステージングが新しい挑戦の舞台に

Interview
with

ホームステージ
ャー

藤井孝子さん（
3 期生）

☞続きは
WEB より
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新しい時代に適応できるディスプレイクリエイターになるために

To become a Display Creator adapted to the new era

www.jdca.jp

Early Spring 2021
School Info / Spring Open Campus / Interview

［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　［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

カラーコーディネイト

2021年2月4日（木）
担 当 講 師：吉 富 幸 恵

スタイリング＆ディスプレイ
（商空間）

2021年2月10日（水）
担 当 講 師：北 城 有 紀 子

フードディスプレイ

2021年3月4日（木）
担 当 講 師：野 村ヒロコ

制作・設置理論

2021年3月11日（木）
担 当 講 師：田 中 泰 一

 Basic  Basic  Specialist  Specialist 

Spring Open Campus 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は
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」が選べます！

February 2
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1      2      3      4      5        6    
    7  8      9      10            11 12        13    
    14  15      16      17      18      19        20    
    21  22            23 24      25      26        27    
    28  

March 3
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1      2      3      4      5        6    
    7  8      9      10      11      12        13    
    14  15      16      17      18      19            20
    21  22      23      24      25      26        27    
    28  29      30      31      

レッスン
☜詳細

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）

BACK NUMBER

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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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）

Cover Illustration ／ イラストレーター ミエ峰松

BACK NUMBER

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。

横 浜 駅

● 代々木ゼミナール●コンビニ

● 横浜イーストスクエア

ポートサイド中央交差点

交番 ●
コンビニ ●

プラザ栄光 ●

きた東口 ●

● 横浜銀行

●
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 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。School guidance

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 

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）

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 

1 2 3 4 5 6
7  8 9 10 11 12 13
14  15 16 17 18 19 20
21  22 23 24 25 26 27
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

横 浜 駅

● 代々木ゼミナール●コンビニ

● 横浜イーストスクエア

ポートサイド中央交差点

交番 ●
コンビニ ●

プラザ栄光 ●

きた東口 ●

● 横浜銀行

●
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 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

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

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！

2021 年 2 月末日までに
お申込みいただくと（当日消印有効）

！



新しい時代に適応できる
ディスプレイクリエイターになるために

自らの知性と感性を駆使し空間を通じてメッセージを発信する仕事です。
空間そのものの新たな魅力を創造する空間演出のプロフェッショナルはあらゆる空間が活躍の舞台
になり得ます。限定的ではない肩書きだからこそ、将来の夢や目標も柔軟に設定できるのです。

ディスプレイクリエイターとは

2021年4月

 開校！

◆タイムスケジュール
10:30 12:00 13:00 16:00

180 分90 分 昼食

◆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」を選択できます。
各レッスンごと火曜・土曜共に同じ内容で進行しますので、振替受講が可能です。

◆開校スケジュール
4月
●

6月
●

9月
●

2月
●

ベーシックコース

ベーシックコース

プロフェッショナル養成コーススペシャリストコース

初心者でも気軽にスタートしていただけるコース。
「作る」「飾る」「設置する」というディスプレイの基礎を学ぶとともに、
楽しみながらコーディネイトの基本を習得していくレッスンです。

視覚に訴える販売手法 VMD（ビジュアル・マーチャンダイジング）の基礎
知識を学び、プランニングからディスプレイコーディネイトまでを実践的に
習得していくレッスン。

ディスプレイクリエイターとして必要なスキルとプロのトータルワークライセンス取得に不可欠なスキルを習得します。

基礎
理論

デモン
ストレー
ション

ワーク
ショップ

グリーン
スタイリング＆
ディスプレイ

スタイリング＆
ディスプレイ
（住空間）

スタイリング＆
ディスプレイ
（商空間）

ＤＩＹディスプレイ

フラワー
スタイリング＆
ディスプレイ

テーブル
コーディネイト デッサンパースカラー

コーディネイト

各講座の修了基準に達した方はディスプレイクリエイターのライセンス授与

8. フード VP ディスプレイ

9. インテリア VP ディスプレイ
10. ファッション VP ディスプレイ

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

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

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

日本ディスプレイクリエイター協会認定証

ディスプレイデザイナー

ディスプレイコーディネイター

ビジュアルマーチャンダイザー

VMDコンサルタント

フラワーディスプレイデザイナー

ホームステージングコーディネイター

Display
Creator

Display
Designer

Display 
Coordinator

Homestaging 
Coordinator

Visual
Merchandiser

Flower Display 
Designer

VMD
Consultant

ディスプレイクリエイター

VMDコンサルタント

Consultant

Visual

Designer

基礎からスムーズにレベルアップできる3 段階のコースをご用意しています。

初心者や基礎・基本を復習したい方に
は、1日完結型のレッスンとなる
「ベーシックコース」からスタートす
るのがおすすめ。

VMD理論を理解して空間演出に活かす
ためのテクニックを習得したい方には
「スペシャリストコース」。基礎を習得
している方はここからスタートできます。

さらに、各専門分野に特化したディス
プレイクリエイターとしてのトータル
ワークを習得できるのが、「プロフェッ
ショナル養成コース」です。

　　　　　コースの特徴

資格取得を目指す3段階のコース

ベーシックコース
全 8日

ベーシックコース

スペシャリストコース

プロフェッショナル養成コース

スペシャリストコース
全10日

プロフェッショナル養成コース
全 5日・6日

※１レッスン単位での選択受講も可能です。

Basic Course

Specialist Course

Professional Training Course

2021年6月開校！

2021年4月開校！
全 8 日 36 時間
※ベーシックコースは 1レッスン単位の受講も可能です。

※ベーシックコース修了者 ※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や業務経験のある方

2021年
4月10日（土）
4月13日（火）

2021年
5月15日（土）
5月18日（火）

2021年
4月17日（土）
4月20日（火）

2021年
5月22日（土）
5月25日（火）

2021年
4月24日（土）
4月27日（火）

2021年
5月29日（土）
6月1日（火）

2021年
5月8日（土）

5月11日（火）

2021年
6月5日（土）
6月8日（火）

全10日45 時間

企画デザイン

ショーイング

設置・施工 制　作

 プレゼンテーション5
Laboratories

コースは3 種の選択制（全て受講することもできます）

ディスプレイ
デザイン実践講座

ディスプレイ空間を
トータルに演出し、
見る人の心をつかむ
デザイナーを養成

空間を植物で多彩に
表現するフラワーディ
スプレイデザイナーを
養成

売れる物件演出 “ホー
ムステージング”のコー
ディネイタ―を養成

各コースの詳細は
こちらからVOL.35

Early Spring 2021

ホームステージング
実践講座

フラワーディスプレイ
デザイン実践講座

ディスプレイワーク全体を
プロの業務プロセスを意識した

5つの項目で実践的に学べるのが特徴です。

※スペシャリストコース修了者対象　

基礎から全てのレッスン
来校による 「リアルレッスン」

自宅から 「オンラインレッスン」

学びかた
     いろいろ ！

◆Location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。


