アートライフスタイリスト養成講座とは

アートライフスタイリストマスター第6期生スペシャル短期養成講座

■講座概要

「アートの力」を活かしたスタイリング術を身につけ、アートのある豊かな暮らしを社会に広く提案・普及する
人材を養成する講座です。
アートライフスタイリスト

アートライフスタイリスト

入門講座

基礎講座

アートライフスタイリスト

認定講座

アートライフスタイリスト

マスター認定講座

アートライフスタイリスト養成講座は、４つの講座と２段階の認定資格で構成されています
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■対象

アートは好きだけど、よくわからない。もっと知りたい楽しみたい。アートを仕事に活かしたい。自信をもって提案で
そんな、人々の豊かなライフスタイルを願う方々（例：インテリア、不動産関係者やブライダル関係者、アートや
インテリアに興味のある方など）に受講いただいております。

Benefit

単なる資格講座では
ありません。

きるようになりたい。スキルアップしたい。差別化を図りたい。

アートライフを専門に
学べる講座はここだけです。

学ぶだけでは意味がない。「 生活の場、

ア ー ト ラ イ フ を 楽 し む た めに必要な

ビジネスの場に活かすこと」、やりたい

知識やスキル、情報をご提供します。

ことを実現する 」という機会を提供して

■講座の特徴

①アート業界のプロフェッショナルから得た知識やスキルを、ポイントを押さえわかりやすくカリキュラム化しています。
②講座内で行なう実習によって、自分自身の理想的なアートのある暮らしを始めることができます。
③日本初の民間資格「アートライフスタイリスト（商標登録済）」を取得し、好きなアートの分野で社会活動、ビジネス活動

います。

Privilege

Privilege

に取り組むことを目的とする講座です。

■講座で身に付ける知識・スキル

知識
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Benefit

Privilege
&
Benefit

申込期間限定特別価格！

アートを

アートを

アートを

探す

選ぶ

買う

「アートライフスタイリング
・ラーニング2018 」
〜アートフェアの現場で楽しく学ぶ〜

特別研修プログラム付

第6期生の特典・ベネフィット

アートを

アートを

アートを

アートを

飾る

鑑賞する

管理する

活用する

そんなアートの力を、自分の人生に活かしてみませんか？
アートに携わって生きていることの誇り、満足、喜びを感じながら、アートのある暮らしの魅力を伝えてください。
いま、アートライフを提案・普及できる人材を必要としています。

〒104-0061 東京都中央区銀座5-14-1

銀座クイントビル7F

TEL.03-6853-0014 FAX.03-6853-0040
http://artlifestyling.com/
https://www.facebook.com/artlifestyling
mail:info@artlifestyling.com
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Benefit

Benefit

ネットワークが広がる！

人生が変わる？！

アート関係者、アーティスト、作品との

どんな方でも、一気にアートが身近にな

コミュニケーションの場をセッティング

り、アートのある暮らしがはじまります。

することを大事にしています。

あなたの可能性と活躍の場を広げます。
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アートのある暮らしは豊かな心を育みます。美しい人を創ります。美しい社会を創ります。

各界プロフェッショナルから学ぶ業界
を越えた画期的コラボ企画。

アートライフスタイリストマスター 第 6 期生スペシャル短期養成講座カリキュラム
＊アートの現場のプロに学び、体験する「アートライフスタイリング・ラーニング2018 〜アートフェアの現場で楽しく学ぶ〜」特別研修プログラム付！！
講座名 / 日時 / 内容
アートライフ
スタイリング

入座門講

素敵なお店には素敵なアートがある
素敵な部屋には素敵なアートがある

テーマ

時間

アートのある暮らしの魅力とは？
“アートの力を人生に活かす”

2h

うちにもアートを飾りたい！

アートライフ
スタイリスト

基礎講座

でも、どこで、どんなアートを買ったらいいの？

Ⅰ.アートのある暮らしを取り巻く現状
Ⅱ.アートのある暮らしの魅力と恩恵
Ⅲ.アートライフスタイリングのコツ15
Ⅳ.アートライフスタイリストとは？

どうやったら素敵に飾れるの？

Ⅰ.探し方

どのように鑑賞するの？・・・・

Ⅱ.選び方

簡易プリント

課題

アンケート

ワーク

自己課題発見

通常受講料

￥3,000

・アートを選ぶ基準とは？

Ⅲ.買い方

らしを気軽に始めるために必要な、これだけは

級

知っておきたい知識を学びます！！

テキスト

・マーケットの仕組みとは？どこでどんなアートを入手するのか？

そんな皆さんの疑問を解消し、アートのある暮
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講座内容

アートライフの為に必要な７つの基礎を学ぶ

アートを、 探す

選ぶ

買う

4h

飾る

・賢い買い方とは？何に注意をしてアートを買うと良いか？

Ⅳ.飾り方 ＊応用と実践は認定講座Ⅲで学べます

・スタイリングのコツやポイントとは？

基礎知識

基礎・認定講座
テキスト

￥29,000
（総合テキスト込）

Ⅴ.鑑賞の仕方

・今、人気のアートとは？アートの楽しい鑑賞方法とは？

鑑賞する 管理する 活用する

Ⅵ.管理の仕方 ＊応用と実践は認定講座Ⅱで学べます
・押さえておきたいアート豆知識とは？
Ⅶ.活用の仕方 ＊応用と実践は認定講座Ⅳで学べます
・暮らしの中でアートを役立たせる方法とは？

4h

認定講座Ⅱ

級

1

認定講座Ⅲ

アートライフスタイリストの資格を取得し
ビジネスをはじめてみませんか？
自信をもって、アートスタイリングサービスを、
個人宅に、カフェに、旅館に、老人ホームに、
地域に・・・提案してみましょう！
基礎講座で学んだ、自分自身がアートライフを
楽しむための基礎知識を踏まえた上で、その先
の実践テクニックを身に付ける講座です。

4h

＊自分自身でアートライフを実践していただきます。

〜デビューのための実践エクササイズ〜

4h

認定講座Ⅳ

4h

マスター講座Ⅲ

たくさんの人々に伝えること、教えることで共
に学び、共に豊かになる。
あなたの活動を力強くサポートします。
各種イベントにもご招待します。
たくさんの人脈、ステージを経て実績を積み上
げてください。

アートライフスタイリストマスターの資格認定講座

マスター講座まで修了した方は、以下の権利を
取得できます。
・アートスタイリングコンテストへの応募権
・アートライフ実例集（仮）への掲載権
・アートライフイベントへの出演権

4h

アートフェア
マップ

・どこでどんなアートを入手するのか？

アンケート
・アートライフプレゼ
ンテーション課題
シート（認定講座Ⅳ
までに提出）

・基礎知識のテスト
・実技試験
（正しい取扱いができ
ているか確認）

Ⅱ.アート作品の取り扱い方
・額縁、掛軸、立体作品などの取扱い方法について、実践しながら身
につけます。（額紐の結び方、掛軸の巻き方、展示の仕方、保管方法、
梱包の仕方など）
・「アートのある暮らし」の視点から美術史を学びます。

・コンポジションレー
ニング

スタイリング
キット

・複数のアートのス
タイリング

・素敵なアート空間作りのポイント
・複数のアート作品をおしゃれに飾るスタイリング術
・色の意味と造形心理学の活用
・アーティストステートメント

￥118,000

Ⅳ.押さえておきたいアートの世界＆自身のアートライフプレゼン
・いま知っておくべきアーティストや作品、アートシーンを押さえます。
・自分自身が体験したアートライフをプレゼンテーションしてシェア
します。

+
認定料

￥10,000

マイアートライフ
レポート提出

自身のアートライフ
プレゼンテーション

プロフィール作成

自身のプロフィールを
作成

・協会の仕組みを知り、アートライフスタイリストとしての心得を
理解します。

Ⅰ.アートライフスタイリストになるための土台をつくる
・アートのある暮らし協会のシステムの活用の仕方
・プロフィール作成講座〜自分ブランドをつくる〜

マスター講座
テキスト

アンケート
・アートライフ提案プ
レゼンテーション課題
シート（マスター講座
Ⅲで使用）

4h

Ⅰ、Ⅱ記事投稿
（添削）

4h

Ⅲ.アートライフ提案プレゼンテーション
・想定クライアントへのアートライフ提案

アートスタイリング
提案書提出

・アートに関する取材記事を書いてみよう
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・アーティストステー
トメントを書く など

Ⅱ.今後の活動プランニング
・アートライフスタイリストの活動ノウハウ
・入門講座、オリジナル講座のつくり方

計 34h

ギャラリーツアー参加

￥92,000

・講座開講のシミュ
レーション

+
認定料

￥30,000

・講座構築ワーク
アートライフ提案
プレゼンテーション
¥239,000(税別)
（認定料別）

特別研修プログラム付

アートライフスタイリスト

マスター認定講座

マスター講座Ⅱ

アートのある暮らしの魅力を多くの人に伝える
普及活動をするために必要なスキルを身に付け
ます。
「講師活動」
「アートスタイリングサービス」
「社会
活動」などアートライフ普及活動を共に楽しみま
しょう。

アートを買える現場、ギャラリーや画廊を巡り現場体験します。

Ⅲ.暮らしを豊かにするアートスタイリング
主に「アートを素敵に飾る」ための実践講座です。
アートスタイリング術・バランス感覚・マーケティング（提案力）を学びます。
アートライフスタイリストの資格認定講座

マスター講座Ⅰ

Ⅰ.画廊・ギャラリー（またはアートフェア）ツアー

特別プログラムの内容はイベント開催月間近になりましたら︑改めてご案内させて頂きます︒

アートライフスタイリスト

認定講座

認定講座Ⅰ

