
銀座本校/横浜校/on-line校

【銀座本校/Studio】
〒104-0061
東京都中央区銀座8-10-7 第一東成ビル4F
HP：https://www.fspj.jp/
MAIL:staff@fspj.jp
TEL：03-6228-5695

＊最新カリキュラムはこちら→



on-line校 オンデマンド校

Zoomにて【全講座開催】

各校のご紹介

開催講座
・テーブルコーディネートコース【実践初級】
・資格取得コース【基礎講座】
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◆場所：銀座本校/on-line校
◆講師：銀座本校：FSPJACADEMYセミナー講師 伊藤裕美子（器）/干場晴美（フラワー）/宮本万紀子（インテリア）

on-line校：FSPJスクールヨーロッパ校講師 Kiyomi（スイス）

◆費用: ディプロマ取得（概論+実践）：47,500 円（税込52,250円）
概論編のみ受講：17,000円（税込18,700円）

※講習費・テキスト・レンタルアイテム管理費（銀座校）・スタイリングマニュアル（on-line校）・ディプロマ発行費

◆対象：初心者～趣味で楽しみたい方 ◆参照スケール：90×90

※撮影体験会も開催中

【概論編】内容

【初めてのテーブルコーディネート】
①テーブルコーディネートの基本 ②センターピースの役割と種類

③セッティングのルールとサイズ

【日常を楽しむテーブルスタイリング】
④テーブルスタイリングと楽しみ方⑤イメージを作るカラーコーディネー

ション⑥素材の掛け合わせとデザインバランス

【押さえておきたいスタイリングテクニック】
⑦基本アイテムとプロに人気のアイテム紹介⑧季節を楽しむスタイリング

イメージとテクニック⑨映える構成とスタイリング撮影のポイント

⑩【MYStyle嗜好のイメージ分析】
好きな色や素材等を分析、実習を楽しむための方向性をアドバイス

★on-line校限定⑪【スタイリングデモンストレーション】
「家庭でできるテーブルスタイリングマニュアル」付

【テーブルスタイリング講座】 ◇ディプロマ取得コース

A

【実践編】内容

～習得できるテクニック事例～

①テーブルスタイリングの基本
②イメージ別の色の選び方

③素材の種類とバリエーション
④フィギュア（小物）のセレクトと使い方

⑤スタイリングに必須のアイテム
⑥高低差を生む高さの法則

⑦撮影アングルを意識したスタイリング
⑧効果的な背景の作り方

⑨アートフラワーとグリーンの飾り方
⑩バランスの良いスタイリング制作と

アドバイス

2023.05.11

お料理のための従来のテーブルコーディネートのみならず、インテリア雑貨やSNS等の撮影視点もお伝えする日常を気軽に楽しむ
「スタイリング術」が学べる講座をを銀座本校・on-line校にて開催致します。概論編+実践編+テーマに沿ったスタイリング実習を
プラスした内容でディプロマの取得ができます。銀座校では１DAYで効率よく、on-line校では2日間に分けて、インプットをしっかりし
た後のアウトプットに繋げて頂けます。（＊概論編のみの受講も可）

【概論編】テーブルコーディネートの基本形とテーブルスタイリングの違いや日常の中での楽しみ方、使えるアイテムの紹介やテク
ニックの概論を学びます。 「Myスタイル分析」ではチェックシートを用いて、ご自身の嗜好を分析・客観視しながら実習を楽しむた
めの方向性を確認できます。また、on-lineでは、次回実習前のスタイリングデモンストレーションを行います。

【実践編】 感覚ではなく理論に基づいたスタイリング実習をして頂きます。小物のセレクトや使い方のテクニックを実践、バランス
のよい色や素材の掛け合わせを体得できます。
銀座本校では、400点以上のレンタルアイテムの他、インテリア雑貨やファッション小物も取り入れながら、トレンド感と撮影アング
ルを意識した実習で、各専門人気スタイリスト講師からの個別アドバイスでスキルを習得できます。

on-line校では、初心者向けの「家庭でできるスタイリングマニュアル」の手順を元にご家庭でスタイリング&撮影をして頂き、講師が
個別にアドバイスを致します。

【テーブルスタイリング】 全20単位 （on-line校21単位） ・ディプロマ取得有 （振替制度有）

◆銀座校/1DAY
概論10-12：30

実践13：30-15：00

季節のスタイリング 担当講師

6/7（水） ホテルライクのインテリアスタイリング インテリアスタイリスト 宮本万紀子

◆On-line校/2DAY スタイリングテーマ 担当講師

概論：6/8（木）
10：00-12：00

海外インテリア雑貨スタイリング
ヨーロッパ/on-line校（スイス）

食空間プロデューサー
Kiyomi実践：6/29（木）

10：00-11：30



銀座（月）
11：30-13：00

銀座（土）
11：30-13：00

横浜(木）
10：30-12：00

On-line（土）
10：30-11：30

4/10 4/1 4/20 4/8

5/8 5/27 5/18 5/27

6/5 6/24 6/15 6/24

7/3 7/29 7/13 7/29

8/28 8/26 8/17 8/19

9/4 9/16 9/14 9/2

【テーブルコーディネート】 全６回 （６単位） ※初回体験レッスン可（1回のみ） ・ディプロマ取得：６単位（振替制度有）

◆場所： 銀座本校 ・ 横浜校 ・on-line校（zoom）

◆講師： FSPJ認定講師

◆費用: 62,500円（税込68,750円） /初回体験レッスン費6500円（税込7,150円）
※講習費・テキスト・レンタルアイテム管理費or動画レッスン費・ディプロマ発行費
※体験レッスン後の継続申込は、体験費用を差し引いた受講費となります

◆対象： 初心者～趣味で楽しみたい方 ◆参照スケール：90×90

テーブルコーディネートの基本セッティングを知りたい、自宅でのおもてなしのアイデアが欲しい、まずは趣味として楽しんで
みたい、という方に向けた講座です。
初めてのテーブルコーディネートから、ひと手間加えたコーディネートのポイントやテクニックなどを実践を通して学べます。

すぐに自宅で実践できる日常の食卓や、季節のおもてなしに役立つアイデア等を、銀座/横浜校では月１回の少人数開催
で、on-line校は【動画教材】テーブルスタイリングレッスン30を使い自宅で実践していただきます。
いつからでもスタートできますので、お気軽にご参加ください。

※全国・海外のFSPJ認定サロン（ディプロマ発行校）でも同講座の受講可 （FSPJスクールディプロマの取得もできます）

概論内容＆実習

①初めてのテーブルコーディネート
（初回体験レッスン可）

②色と素材の掛け合わせ方法

③フラワーとナプキンワークの演出方法

④季節と行事を楽しむ小物テクニック

⑤ファブリックの種類とクロスのかけ方バリエーション

⑥和食器と洋食器の合わせ方テクニック

【体験レッスン 追加開催日】 HPにてCHECK→
体験：銀座/横浜/WEBより選択

★on-line校
【動画教材】初めてのテーブルコーディネート～
TableStylingTechnique30～（全6回）をご覧いただきます→
・1回目・6回目→ 講師による 「on-lineアドバイス」
・2～4回目→ 「メール添削方式」 の実習指導

★通学（銀座/横浜校）
コーディネートアイテムはすべて
FSPJスクールで準備。
課題なし、手ぶらでご参加OK

A
【テーブルコーディネート講座】 2023 ◇ディプロマ取得コース



内容（全て同じです）

通学/on-line【基礎講座】 2023 FSPJ食空間アドバイザー🄬 ◇資格取得コース

銀座本校 横浜校 大阪校
（姫路校）

札幌校 On-line校

A.2DAY
10：30-15：00

B.1DAY
10：00-16：00

B.1DAY
11：00-17：00

B.1DAY
10：30-16：00

B.1DAY
10：30-16：00

C.2DAY
10：30-13：30

D.1DAY
10：00-16：00

4/8.9（土日） 4/7（金） -
4/1（土）
4/14（金）

4/2（日） 4/6.27（木） 4/22（土）

5/7（日）
※1DAYとなります

5/11(木)
5/18
（木）

5/6（土）
5/28
（日）

5/4.25(木) 5/20（土）

6/3.4（土日） 6/8(木) -
6/3（土）
※姫路校

＊ 6/1.22(木) 6/17（土）

7/1.2（土日） 7/6（木） - ＊
7/30
（日） 7/6.27（木） 7/15（土）

8/19.20
（日）

8/10(木) 8/17(木) ＊ ＊ 8/3.24(木) 8/26（土）

【基礎】 （全10単位） ・資格取得単位：10単位 （振替制度有） ※リクエストによる開催可。日程追加の場合有。

◆講師： FSPJ認定講師
◆費用： 87,500円（税込96,250円） ※講習費・テキスト・教材費・資格発行費
◆対象： 初心者～経験者

日常のテーブルコーディネート～食空間プランニングまで、食空間をトータル的にとらえるための基礎知識を習得できる講
座です。概論のみならず、実践力につながるFSPJオリジナルのコーディネートテクニックをわかりやすくお伝えします。

通学では「季節のデモテーブル・カラー＆イメージスケール別のセッティング」をご覧いただきます。
on-lineでは「食空間コーディネート」の様々なセッティング画像事例をご紹介しながら進めます。
オンデマンドは「事後のフォローアップ」も可能で、ご自身のタイミングで視聴頂き、通学on-line同等内容で資格取得が出来
ます。

資格取得後は、日常の食卓やおもてなしのテーブルコーディネートを楽しむと共に、基本やルールの知識をもってアドバイス
することができます。また、食空間に携わる分野の仕事や活動においても新たな提案・発想力が高まります。

＜1-5単元＞

①テーブルコーディネート基本理論
②色彩の基礎
③イメージスケール
④コーディネーションテクニック

（クロス）
⑤コーディネーションテクニック

（バランス＆デザイン）

＜6-10単元＞

⑥テーブルウェアの種類と用途
⑦洋風テーブルセッティング
⑧五節句とテーブル配色、和食器、
クロスオーバー
⑨パーティとビュッフェのテーブル
⑩食空間のインテリア＆フラワー概論

【FSPJならではの資格取得＊リアル校/on-line校/オンデマンド校・3つの受講校と受講期間から選択可】
◆通学 銀座校/横浜校/大阪校/札幌校/スイス校 ＊は日程追加される場合があります。 ※最新はQRコードより

季節のデモテーブル等を見ながらテクニックの開設あり。フォーマル実習を行います。

A. 2DAY： 2日間の通学でじっくりと学びたい。リアルコミュニケーションを楽しんで学びたい方。

B. 1DAY： 1日しか時間が取れないが、通学で集中して学びたい方。

◆on-line校
数多くの実例や資料をご覧いただきながら、テキスト外の部分まで幅広く解説します。

C. 2DAY： 2日間on-lineでじっくり学びたい。遠方や海外からの参加者同士、on-lineでつながれます。

D. 1DAY： 1日を通してon-lineで学ぶStyle。午前/午後続けて2日間の内容を最短で習得できます。

◆オンデマンド校
E.・場所や時間を気にせずご自身のタイミングで繰り返し視聴可。時差のある地域や子育て中の方にご利用頂いています。
（視聴後に「チェックシート」提出で資格発行となります）
スクール入会費（11,000円無料）ご不明点は、メールやon-lineにてフォローアップ致します。

※最新スケジュール↑

E.オンデマンド校（Vimeo動画配信）日時自由・前編/後編240分

B



◆場所： 銀座本校 ・横浜校 ・on-line校(zoom)

◆講師： FSPJ認定講師 通学校：大谷和美（横浜）/ 伊藤裕美子（銀座） ・ on-line校：田中宏美 / AYAKO

◆費用： 年間 322,500円（税込354,750円） / 半期 212,500円（税込233,750円）
※講習費・動画教材費・レンタル管理費orアイテム教材費・資格発行費・資格授与式参加費

◆対象： 初心者～食空間アドバイザー🄬取得者、同時受講可 ◆参照スケール：180×45

食空間プランニングの基本と、季節に合わせた「カラー＆イメージスケールの実践力」が習得できます。

半年で 色・素材・高さのトータルバランスを体得し、食空間プランナー🄬資格を取得。
年間で より幅広いイメージ＆スタイルを習得し、季節やイベントによる色や素材の違いや扱い方にも着目し、
自信をもってコーディネートができるようになります。

資格取得後は、個性を活かしたMYStyleのコーディネート作りや実習＆専門スキルを高め、
食空間業界に向けて可能性を広げていくステップになります。

【動画教材】スタイリングテクニック30・インテリア/フラワー専門講座
【通学/完全レンタル制度】クロス80枚以上・テーブルアイテム300点以上
【on-line/実習教材支給】クロス・オリジナル折敷・プレースプレート

銀座/
on-line（火）

10：30-12：30

銀座/
on-line（土）

10：30-12：30

横浜（木）

10：30-12：30

大阪（土）

11：00-13：00
実習テーマ

4/11 4/15 4/20 4/22 春のプリティ実習

5/9 5/13 5/18 5/27 アウトドア・ナチュラル実習

6/6 6/10 6/15 6/24 初夏のエレガント実習

7/11 7/8 7/13 7/22 光と風を感じるクリア実習

8/1 8/5 8/17 8/26 リゾート・カジュアル実習

9/5 9/9 9/14 9/23 秋の和モダン実習

リッチカジュアル実習

秋のエレガント実習

ゴージャス実習（クリスマス）

スタイリッシュ・モダン実習

和モダン実習（ひなまつり）

MYスタイル・フリー実習

動画教材 初回概論

3/28 3/25 on-line 専門① インテリア/パース

動画教材

専門② インテリア/あかり

専門③ フラワー

テーブルスタイリングテクニック30

3/20（祝）資格発行授与式＆スクール交流会（予定）

通学/on-line【実践・中級講座】 2023 FSPJ食空間プランナー🄬 ◇資格取得コース

【実践・中級】 全15回（実習12・専門3） 他 ・資格取得単位：実習6単位（振替制度有）

※中級現役生徒様継続ご案内資料

B

【10月以降の日程】は
7月以降に発表予定



◆場所：銀座本校 / 横浜校（カリモク家具㈱新横浜ショールーム）/ on-line校(zoom)

◆講師： 実習 FSPJスクール代表 慈道美奈子 / 概論 FSPJ認定講師
◆費用：年間 355,000円（税込390,500円） /半期 247,000円（税込271,700円）

※テクニック概論単発受講（53,000円 税込58,300円）
※講習費・テキスト・レンタルアイテム管理費・現場研修費・ディプロマ発行費含

◆対象：経験者、既にプロとして活動されている方や目指す方の直受講可。食空間プランナー🄬取得者
◆参照スケール：90×150×H140

銀座
(日）

10:30-12：30

銀座
On-line
(火）
10：30-12：30

横浜
（木）
13:00-15：00

【A.企業プレゼン】実習

【B.プロ講師】実習
【C.レッスンプロ】実習

4/16 4/25 4/20 1 商業施設の４settingの食空間プランニング ４settingテーブル＆レッスン

5/14 5/23 5/18 2 インテリア雑貨のディスプレイ展示（VMD)
インテリアのディスプレイ

＆レッスン

6/11 6/20 6/15 3
セルフブランディングで魅力を生む

スタイリング
イメージブランディング

スタイリング撮影

7/9 7/18 7/13 4
商品付加価値をあげるスタイリング

撮影（販売促進）
ビュッフェスタイル

テーブル＆レッスン（6名程度）

8/6 8/22 8/17 5 フードイベントのビュッフェテーブル
出張/コラボ等の

デモテーブル＆レッスン

9/10 9/19 9/14 6
ショールーム・モデルハウスの
スタイリング＆ディスプレイ

レッスンイベント＆パーティーの
トータルコーディネート

7
PARTYのトータルプランニング

ウェルカムディスプレイ
テーブル×専門を引き出す

レッスン&実習

8
6セッティング以上の食空間プランニング実習

（90×180以上）
6セッティング以上の

レッスン（90×180以上）

9 四方見＆高さのあるディスプレイ構成実習
多国籍・クロスオーバーの
テーブル＆レッスン

10
商品やフードのスタイリング

（雑誌・WEB媒体用）撮影実習
フードのスタイリング（SNS用）撮影

＆レッスン

11
壁面（インテリア）計画を主軸とした

食空間プランニング実習
ターゲット別（カルチャー講師）
レッスン内容構築＆レッスン

12
複数テーブルのレイアウト考案も含めた

食空間（企画）プロデュース
商業空間での10人以上を対象にした

イベントレッスン&実習

共通 【テクニック概論】（6単位）

2023/3/15（水）
10：30-15：00

on-line開催

①上級レベルの食空間プランニング概論 /カラー＆ファブリック /センター＆パーソナルバリエーション
②インテリア雑貨（食器）のディスプレイ概論 /インテリア空間（壁面）のディスプレイ/立体感を生む演出
③スタイリング撮影の基本概論 /ブランディングや付加価値をあげるスタイリング/スタイリング実例
④ビュッフェスタイルの基本的知識 /フードスタイリングも視野に入れた構成 /ビュッフェテーブル実例
⑤商業施設でのテーブルプランニングの基本的知識 /提案性のあるテーブル演出/商業施設でのテーブル実例
⑥イベント＆ＰＡＲＴＹ空間の基礎的知識 /企画リリース～空間演出/トータルプロデュース実例

通学/on-line【実践・上級講座】 2023   ◇実践マスターコース

【実践・上級】 全13回（実習12・概論6単位） ・ディプロマ取得単位：実習10単位・概論6単位 （振替制度有）

D

スケール感のある食空間スタイリング＆ディスプレイの具体的スキルをマスターする実習専門の講座です。
インテリアや空間に対する知識や、トータルバランスのとり方、商品の魅せ方（VMD)から撮影対応など、
半年から1年を通じて自信がもてるレベルまで引き上げます。
また様々なイメージスケールや、色・素材・デザインを扱って頂き、食空間のプロデュースやスタイリングの方法を
個別アドバイス致します。個々の方向性や目的（企業プレゼン・プロ講師）に合わせたコンサルティングや、
プロとして現場で必要となるスキルを体得（現場研修・イベント展示優先）出来ます。

【A.企業プレゼン実習】（企画プレゼン）【B.プロ講師実習】（講座構築）
プロとして通用するトップレベルのスキル、企画/講座構築、プレゼン（伝える）力を年間を通して完成させます。

【C.レッスンプロ】（レッスンデモ）
サロンや一般向けの様々なレッスンと個々のブランディングを高め、魅力あるレッスンプロを目指します。

【テクニック概論（共通）】論理的な思考で目的やシーン別の空間演出の知識をインプットし実践に活かします。

※東京ドーム出展等を目指す方など趣味を極めたい方のご受講も可

【10月以降の日程】は
7月以降に発表予定



◆場所：銀座本校 / on-line校(zoom) ※日時相談可
◆講師：概論＆コンサル・レッスンプロ実習 FSPJ認定講師＆スクールマネージャー 大谷和美
◆費用A+B： 247,000円（税込271,700円）
※講習費・テキスト費・個別コンサル費・ディプロマ発行費含

◆StepUp受講（希望制）・スクール認定校研修（ディプロマ/資格発行校） 123,000円（税込135,300円）

（ディプロマ発行校のみ：税込60,500円）
・レッスンプロ実習＆概論（3単位～）：123500円～（税込135,850円）

◆対象：食空間アドバイザー🄬/プランナー🄬取得または、同時受講可

銀座校
On-line校

【A. 講義＆コンサルティング】
10：30-14：00

【B. レッスンプロ実習】
14：00-16：00

7/21
（金）

【開業～ブランディング】
①開業の基本的知識～費用設定

②セルフブランディング
③ビジュアル＆構成～集客方法

①４settingの
サロンデモテーブルの＆レッスン

8/25
（金）

【インテリア＆トータルコーディネート】
④サロンの基本アイテム・備品計画
⑤インテリアコーディネート計画
⑥トータル演出方法とアイデア

②サロンインテリアの
ディスプレイ＆レッスン

9/15
（金）

【レッスン内容と実践スキル】
⑦生徒様向けテーブルレッスン実演

⑧専門別サロンの差別化計画
⑨実食レッスン方法

③サロンイメージブランディングの
スタイリング撮影

2023.5.24

on-line【テクニック概論】

9/12
（水）

10:30～13：00

①上級レベルの食空間プランニング概論 /カラー＆ファブリック /センター＆パーソナルバリエーション
②インテリア雑貨（食器）のディスプレイ概論 /インテリア空間（壁面）のディスプレイ/立体感を生む演出
③スタイリング撮影の基本概論 /ブランディングや付加価値をあげるスタイリング/魅力を生むスタイリング
撮影実例

【FSPJスクール認定校（ディプロマ/資格発行）】研修

【ディプロマ発行校】（実践初級）
2日間+実地研修（検定有）

【資格発行校】（基礎）2日間+実地研修（検定有）

【レッスンプロ実習&テクニック概論】（追加3回～）

・ビュッフェスタイル テーブル＆レッスン（6名程度）
・出張サロン（カフェ等）のデモテーブル＆レッスン
・サロンイベント＆パーティーのトータルコーディネート

通学/on-line【認定サロン開業講座】2023 7-9月期 ◇プロ養成コース

【サロン開業】 全7回（講義コンサル3・実習3・概論3単位） ・ディプロマ取得単位：講義7.実習3.概論3単位 （振替制度有）

テーブルコーディネート専門サロンを開業したい方、現在のサロンにテーブルコーディネートを取り入れたい
という方に向けた講座です。

【A.講義&コンサル】理想のsalon作りのための個別コンサルティングで魅力を引き出します。
【B.レッスンプロ実習】サロンの生徒様向けレッスン内容のアドバイスと、サロンの個性を生かした
イメージ撮影でサロンブランディングをサポートします。

修了後は【FSPJ認定サロン】として、FSPJ HPにも掲載され、自信をもってサロンを開業できます。
また、不定期開催ミーティングや認定サロン通しの横のつながりをいかしたネットワークも充実。
卒業後のサポート体制やブラッシュアップ講座も整っています。

【StepUp受講】（希望制）・別紙カリキュラムあり

C

on-line校日程はご相談頂けます



◆場所：銀座本校 ＆ on-line校(zoom) ※合同開催有・日時設定は受講者との相談で設定

◆講師：概論＆実習 FSPJ認定講師＆スクールマネージャー 大谷和美

◆費用：資格発行校（A+B）：123,000円（税込135,300円）
ディプロマ発行校（Aのみ）：55,000円（税込60,500円）
※資格発行校はディプロマ発行開講校であること
※講習費・テキスト費・検定費・現場研修費含

◆対象：食空間アドバイザー🄬/プランナー🄬取得者（見込含）
FSPJプロコース（養成/サロン開業）受講者 （ディプロマ取得予定者含）

通学/on-line【スクール認定校開業講座】 ◇プロコース受講→ステップアップ受講

「スクール認定校」として、食空間アドバイザー®の資格発行【基礎講座】（10単元）やディプロマ発行

【実践初級講座】（6単元）を個人のサロン等で開業するための講座です。

食空間コーディネートを初めて学ぶ方に向けてのレッスンの方法や、日常を楽しむテーブルコーディネート、
季節や行事などを取り入れたおもてなしに役立つスキルを提供できるように、先生として人に伝えていく側の
視点から学びます。

また、実際に受講生のコーディネートをアドバイスするという過程では、ご自身のコーディネートのスキルも
高めていく必要性と、ロジカルに説明をしていく等の専門性も必要とされるため、ロールプレイングを行いな
がら体得していただきます。

検定合格者は、FSPJ本校に準じた内容で、FSPJオリジナルの【基礎・初級講座】のテキスト＆メゾットを用い、
講座や実習をサロンや他会場で開業していただくことができます。

【スクール認定校 開業講座】 A.ディプロマ発行全2回/B.資格発行全1回 ※別途検定日・実地研修設定日あり

【講義】 【講師実習】
【実地研修】

※別日

A.ディプロマ
発行校開業
全2回/10H

※実践初級講座
（全6単元）

別途カリキュラム
参照

【実践初級講師育成】
①スクール認定校開業の手順
②初心者の方へのレッスン方法

③スクール認定校としての講師概論
④初級カリキュラム（単元1-6）の進め方

⑤レッスンの進行マニュアル
⑥生徒様のモチベーションUPの方法

⑦テーブルコーディネート実習マニュアル
⑧生徒様のコーディネート実習のアドバイス方法

⑨ディプロマ発行の流れについて
⑩生徒様のアフターフォローについて

・パーソナル実習練習
・ナプキンワーク実演
・アドバイス実演

・ロールプレイング1.2

初級参加
（銀座/横浜/on-line校）

1.2回程度
＊動画教材あり

【初級講師検定】 （プランナー取得・研修後）

B.資格発行校
開業

全1回/4H

※基礎講座
（全10単元）

別途カリキュラム
参照

【基礎講師育成】
①食空間アドバイザー🄬資格について

②スクールプロ講師としての伝え方と手法
③基礎カリキュラム（単元1-10）の進め方
④FSPJコーディネートテクニックの伝え方
⑤資格発行につながるデモテーブルの作り方

・講師デモンストレーション
・フォーマル実習について

・ロールプレイング
・デモテーブル作成

基礎参加
（銀座/on-line）

1回程度
＊動画教材あり

【基礎講師検定】（実践上級ディプロマ取得・研修後）

C

日程はご相談頂けます



食空間の講師を仕事にしたい、FSPJスクールの講師として活動したい、という方に向けた講座です。

FSPJ認定講師としてのセルフブランディングを確立し、プロ講師スキルを身に着けます。

【A.講義】プロ講師スタンスから各講座のレッスン内容を習得し、伝える視点から学びます。
【B.講師実習】スタイル別のコーディネートに対応できる実践スキルとクオリティを高めていきます。
【C.実地研修】講座参加型での実地研修でリアル講座の実践・講師力を高めていきます。
【D.実践上級】コーディネートスキルと、ターゲット別レッスン構築＆レッスンパフォーマンスを体得します。

修了後は【FSPJ認定講師契約制度】として、FSPJ HPに掲載。（アドバイザー🄬/プランナー🄬取得者＆検定有）
業務委託契約により、FSPJスクール（通学/on-line校）にて講師として活動をスタートしていただきます。

※FSPJ現場研修、イベント展示への参加希望枠を優先

銀座校
（木）

【A.講義】
10：30～12：00

【B.講師実習】
12：30～15：30

【C.実地研修】
※別日

【D.実践上級】
※上級カリキュラム別日

4/27

【講師力育成】
①食空間業界の仕事

②活動スタイルと将来計画
③セルフブランディング・配信力
④講師スタンスと必要スキル

------- ----
商業施設の４settingの食空間プ

ランニング＆レッスン

5/25

【基礎講師育成】
⑤食空間アドバイザー🄬資格について

⑥食空間専門用語と伝え方
⑦基礎デモテーブルについて
⑧講義のポイントと進め方

・講師デモンストレーション
・フォーマル実習実演

・ロールプレイング/質疑応答

基礎参加

2回
インテリア雑貨のディスプレイ

展示（VMD)＆レッスン

6/22

【初級講師育成】
⑨参加型レッスンと講師対応力

⑩初級レベルとスキルアップ設定値
⑪講義内容1

・パーソナル実習練習
・ナプキンワーク実演
・アドバイス実演

・ロールプレイング1.2

初級参加

3回程度

セルフブランディングで魅力を
生むスタイリング

＆レッスン

7/27

【初級講師育成】
⑫初心者向け実習のポイント

⑬講義内容2

商品付加価値をあげるスタイリ
ング撮影（販売促進）

＆レッスン

8/24

【中級講師育成】
⑭食空間プランナー🄬資格について
⑮中級レベルとスキルアップ設定値
⑯スタイル別強化項目のポイント1

・カラー&スタイル別の捉え方
・アドバイス実演

・ロールプレイング1.2
・配色と高低差の捉え方

中級参加

3回程度

フードイベントのビュッフェ
テーブル＆レッスン

9/21

【中級講師育成】
⑰ニーズ別スキルアップの手法

⑱スタイル別強化項目のポイント2

ショールーム・モデルハウスの
スタイリングディスプレイ

＆レッスン

【検定】
※別日

【初級講師検定】 （プランナー取得・研修後）
【テクニック概論】①-⑥
3/15（水）10：30-15：00

on-line開催
【基礎講師検定】（実践上級ディプロマ取得・研修後）

【中級講師検定】（実践上級ディプロマ取得・研修後）

◆場所：銀座本校 / on-line校(zoom) ※日時相談可
◆講師：実践上級 スクール代表 慈道美奈子 講義＆講師実習 FSPJ認定講師＆スクールマネージャー 大谷和美
◆費用：452,000円（税込497,200円）

※講習費・テキスト費・検定費・現場研修費・レンタル管理費・ディプロマ発行費含
※卒業後の契約については検定合格者に限ります

◆対象：食空間アドバイザー🄬/プランナー🄬取得または、同時受講可

【講師育成】 講義18・実習5/上級6・概論6/研修8～・検定3単位

・ディプロマ取得単位：講義18..実習5.上級4.概論3単位 （振替制度有）

通学/on-line【認定講師育成講座】2023 ◇プロ養成コース

on-line校日程はご相談頂けます

C



銀座
（日）

銀座
（火）

【A.講義】【B.コンサルティング】
10：30-11：30 12：00-14：00

【C.実践上級】
※上級カリキュラム別日

4/23 4/18
①食空間業界情報とMY職業・肩書ポジショニング設定
②食空間を仕事にするプロセス・ステップ・成功事例
③個別の活動スタイル・適正判断・将来計画

商業施設の４settingの食空間プランニング

5/28 5/30
④個別の事業（サービス）構築・セルフブランディング
⑤HP・ブログ・ツールの活用方法と集客
⑥フリーランスの活動スタンスと必要なスキル・実績

インテリア雑貨のディスプレイ展示（VMD)

6/25 6/27

⑦開業の基本的知識と資金計画
⑧MY事業（サロン）計画の立て方と事業
（サービス・価格）内容の設定
⑨法人依頼と協賛～予算設定と見積作成の方法～

セルフブランディングで魅力を生む
スタイリング

7/23 7/25
⑩イメージを形にする企画立案・実行方法・具体事例
⑪イベント・PARTYのトータル食空間プロデュース
⑫建築側面から見た空間把握と演出方法

商品付加価値をあげるスタイリング
撮影（販売促進）

8/27 8/29

⑬プレゼンテ―ション手法～納品（請求）方法
⑭現場設営の基本と必要備品、アフターサービス
⑮食空間展示スタイリング・クオリティ設定
⑯食空間専門講師別レッスン構築と実例

フードイベントのビュッフェテーブル

9/24 9/26
⑰MY事業（ビジネス）の最終プレゼンテーション
個別トータルコンサルティング

※【FSPJ検定】（任意）

ショールーム・モデルハウス
（インテリア空間）の
ディスプレイ&レッスン

◆場所： 銀座本校 / on-line校（zoom） ※日時相談可

◆講師： コンサル＆実習 FSPJスクール代表 慈道美奈子/概論 FSPJ認定講師＆スクールマネージャー 大谷和美

◆費用： 452,000円（税込497,200円）※講習費.テキスト費.個別コンサル費.現場研修費.レンタル管理費.ディプロマ発行費含

◆対象： 食空間アドバイザー🄬/プランナー🄬取得または、同時受講可

【テクニック概論】①-⑥

3/15（水）
10：30-15：00

on-line開催

①上級レベルの食空間プランニング概論 /カラー＆ファブリック /センター＆パーソナルバリエーション

②インテリア雑貨（食器）のディスプレイ概論 /インテリア空間（壁面）のディスプレイ/立体感を生む演出

③スタイリング撮影の基本概論 /ブランディングや付加価値をあげるスタイリング/スタイリング実例

④ビュッフェスタイルの基本的知識 /フードスタイリングも視野に入れた構成 /ビュッフェテーブル実例

⑤商業施設でのテーブルプランニングの基本的知識 /提案性のあるテーブル演出/商業施設でのテーブル実例

⑥イベント＆ＰＡＲＴＹ空間の基礎的知識 /企画リリース～空間演出/トータルプロデュース実例

【D.食空間インテリア講座】（4単位）

動画教材
①MYインテリアコーディネートレッスン ②床・壁の種類とデコレーションテクニック (空間計画）
③素敵なファブリックの演出方法 (小物計画） ④MYトータルコーディネート (トータル計画）

【養成】 講義17/上級6・概論6/専門4 ・ディプロマ取得単位：講義12+最終プレゼン/上級4.概論3/専門2単位 （振替制度有）

通学/on-line【食空間プロデューサー®養成講座】2023 ◇プロ養成コース

C

商業空間でのスタイリング＆ディスプレイや、インテリア空間も含めたプロデュース等、
食空間プロデューサーとして活躍したい方が対象となるプロ養成講座です。
イベントの企画実行や、企業（商品）コラボ等、実際のプロとして必要な現場研修等も含めた食空間業界で
必要なスキルをトータル的に習得する、スクールの最大の出口設定の講座となります。
修了後は【FSPJ認定講師・コーディネーター契約制度】 FSPJ HPに掲載、業務委託契約有。（希望制・検定有）

【A.講義】仕事に繋げる具体的なプロセスと食空間ビジネスの基本を習得、現場で役立つ生きた情報を提供
【B.個別コンサルティング】将来計画・経験・ライフスタイル・イメージ・なりたい方向性等を具体的にし、
適正・客観視をしながら「MYスタイル（事業・サービス）」を確立。

【C.実践上級】プロとして通用するトップレベルの実習スキルの他、企画考案・プレゼン力を高め、
食空間をトータルプロデュースするスキルを習得

【D.食空間インテリア（専門）】食空間演出に必要な、空間（建築・インテリア）把握力を強化

※FSPJ現場研修、イベント展示への参加希望枠を優先
on-line校日程はご相談頂けます



Lesson1～6 FSPJテクニック30 テーブルスタイリング

Lesson１

初めての
テーブルコーディネート

1. センターピースの種類
2. センターピースの飾り方バリエーション
3. テーブルフィギュアの使い方
4. 立体感で高さマジック
5. 高低差のFSPJ法則

センターピースのある
「エレガント」テーブル

Lesson2

色と素材の掛け合わせ方法

6. 3色構成でカラーコーディネート
7. イメージ別の色の選び方
8. 素材の種類とバリエーション
9. ナチュラル素材の使い方テクニック
10. ぺーパー類のアレンジテクニック

色と素材を意識した
「ナチュラルモダン」テーブル

Lesson3

フラワーとナプキンの
演出バリエーション

11. 立体感を出すナプキンテクニック1
12. 華やかさを出すナプキンテクニック2
13. シャープさを出すナプキンテクニック3
14. アートフラワーの飾り方①フィギュアとして
15. アートフラワーの飾り方②プラスαの演出

ナプキンワークとアートフラワーで
「カジュアル」テーブル

Lesson4

季節と行事を楽しむ
コーディネートテクニック

16. 日本の四季を表現するカラー
17. 季節を感じる上手な小物の選び方
18. イベント（クリスマス）の演出方法
19. 五節句（桃・七夕）の演出方法
20. 普段使いをイベント仕様にアレンジテクニック

クリスマスの
「ゴージャス」テーブル

Lesson5

ファブリックの種類と
掛け合わせバリエーション

21. コーディネートに使えるファブリックの種類
22. ランチョンマットの使い方バリエーション
23. センターを彩るトップクロス
24. 幅と分量を調整するセンタークロス
25. 小物としてのファブリック演出

ファブリックを楽しむ
「プリティ」テーブル

Lesson6

洋食器と和食器の
合わせ方テクニック

26. クロスオーバーの食器セレクト
27. 小皿の組み合せ方（多器構成）
28. お重の使い方とバリエーション
29. 和紙の種類と使い方バリエーション
30. 和のフィギュアの使い方事例

和洋のアイテムを掛け合わせた
「和モダン」テーブル

FSPJ完全オリジナルのFSPJの動画レッスン

初めてのテーブルコーディネートから教える側の視点まで網羅されたコーディネートのテクニック集です。
FSPJオリジナルの30のテクニックを実演紹介、バランスの良いコーディネートがどなたでもできるようにな
ります。

※実践初級講座（on-line校）、実践中級講座（通学/on-line校）の教材
※繰り返し視聴可

◆講師：FSPJ認定講師
監修：FSPJスクール代表 慈道美奈子

◆費用：30,000円（税込33,000円）

※【初めてのテーブルコーディネート~ ~TableStylingTechnique30】は、FSPJ完全オリジナル動画です。
無断の転用・複写・配信共有は禁じております。 動画共有サイトVimeo→

◆対象： 初心者～趣味で楽しみたい方

【動画教材】初めてのテーブルコーディネート ~TableStylingTechnique30~



三井住友銀行 浦安支店 普通：６９３０７８５
マリナーゼインテリア

(トータル割引は適用外となります）

※オンデマンド・基礎講座の方は入会費無料

◇スクール入会費：10,000円（税込11,000円）
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