
英国インテリアデザイン研修 2019 
KLC School of Design Master Class 

 
 

旅程 日 プログラム・スケジュール 食事 

- ※各自で英国・ロンドンに入国 - 

研修 

1 日目 

2019-10-7 

（月） 

KLC School of Design 集合 

AM：KLC Lecturer 

   ・ロンドンの最先端ホテル情報 

   ・テキスタイルデザイン 

↓（バス移動） 

PM：個人邸、デザイナーズホテル見学 

現地解散 

朝：× 

昼：○ 

夜：× 

研修 

2 日目 

2019-10-8 

（火） 

KLC School of Design 集合 

AM：KLC Lecturer 

   ・インテリアデザイナーから学ぶホスピタリティデザイン 

↓（バス移動） 

   ・ロンドンのマテリアルショールーム見学 

↓（バス移動） 

PM：Decorex 見学 

現地解散 

朝：× 

昼：○ 

夜：× 

研修 

3 日目 

2019-10-9 

（水） 

KLC School of Design 集合 

AM：KLC Lecturer 

   ・アートスタイリストによるレクチャー 

   ・インテリアアクセサリーのスタイリング 

PM：KLC Lecturer 

   ・アートスタイリングとインテリアアクセサリーのグループ Workshop 

夜：懇親会 

朝：× 

昼：○ 

夜：○ 

研修 

4 日目 

2019-10-10 

（木） 

ロンドン大学 集合 

AM：石津教授による神経美学レクチャー 

朝：× 

昼：× 

夜：× 

5 日目以降 ※各自で出発、移動 - 

※日程、プログラム内容は 2019 年 3 月 26 日現在のものです。変更になる場合があります。

今回の英国インテリアデザイン研修は、最初で最後の大きな企画。ロンドンの名門スクール KLC School of Design の特別プロ

グラムに加え、今私が心血注いで取り組んでいる「神経美学ーNeuroaesthetics」が特別に組み合わされています。そのため今

年の研修テーマは『ART』、キーワードは「神経美学」です。ロンドンで話題のホテルはリノベーションからコンバージョンに

変貌しています。その大きな変化を専門講師のレクチャーとホテル見学を通して現地で学びます。「神経美学」は英国ロンドン

大学神経生物学研究所が発表した研究成果『人は美しい絵画や音楽を聴き、美しく感じると脳の一部の血流が 

活性化し、うつ病や認知症を遅らせられるかもしれない』今世界の最先端研究で話題になっていますが、 

実際の研究装置を見ながら直接研修を受けさせて頂きます。このプログラムは、2020 年東京で開催される 

オリンピック・パラリンピックにまだ間に合わせられる新インテリアビジネス実現に役立つマスタークラス 

です。私も全行程参加します。ぜひ皆様の参加をお待ちしています。 



KLC School of Design presents 

Highlights of London UK training 

世界中にデザイナーを輩出するインテリア・ガーデンデザインの名門校・KLC School of Design。インテリアデザインの発信

地・チェルシーハーバーデザインセンターに隣接する KLC で、インテリアデザインの最先端を学び、KLC のメソッドが習得で

きる特別プログラムです。 

研修 1 日目  

AM：KLC LECTURE 

ロンドン最先端のホテル情報とこれからのテキスタイルデザインについて学びます。ロンドンは年間約 2000 万人が訪問

する世界有数の観光都市です。2012 年のロンドンオリンピック開催を機に環境が整い、治安や交通の便がよくなり、新

しいホテルが次々とオープンしています。最新ホテルから見える、これからのインテリアデザインを学びます。 

そして、インテリアデザインに欠かせないテキスタイルデザインについて、デザイナーから直接学べる特別レクチャー。

テキスタイルデザインに特化した英国が実践するおもてなしを、デザイナーの観点から知ることが出来ます。 

 
KLC LECTURE の様子 

PM：VISIT DESIGN HOTEL & RESIDENTIAL PROJECT  

「アート」があふれたロンドンの最新ホテルと個人邸プロジェクトを見学。ホテルや個人邸は研修でなければなかなか体

験することが出来ない貴重なプログラム。今年は「アート」にフォーカスした最新ホテルをご紹介。ホテル各所にアート

をふんだんに展示。客室はテクスチャー、色彩、ライティング、家具など、部屋全体を 1 つのアートに見えるかのような

空間を体感することが出来ます。 

 
ARTIST RESIDENSE LONDON HOTEL（2017 年見学） 

 

2 日目 研修 2 日目 

AM：COMMERCIAL and HOSPITALITY DESIGN 

商業施設や住宅など幅広く活躍し、デザインアワードを数多く受賞しているインテリアデザイナーが最新のマテリアルに

ついてレクチャーします。インテリアデザイナーが手掛けた事例をもとに、どんなマテリアルが使われているのか、選ぶ

ポイントをご紹介します。 

又、ロンドンの最新マテリアルトレンドを学びに、マテリアルショールームを訪問します。マテリアルメーカー9 社が最

新のマテリアルを展示。これからのトレンドをショールームで体感することができます。 

 
ショールーム「MATERIAL LAB」 



2 日目 研修 2 日目 

PM：VISIT DECOREX  

41 回目を迎えるインテリアのプロのためのインテリア国際見本市「Decorex International」。世界各国のインテリアメ

ーカー400 社以上が出展。ファブリック、家具、設備機器、ガーデンなど、最新のトレンドが見られる英国最大の見本市

です。日本未発表の商材ばかり。今年はオリンピアロンドンに会場を移し、ますます活気あふれるインテリアイベントに

なりそうです。インテリアコーディネーターには一度は見て頂きたいイベントです。 

 
Decorex International 2017 より 

 

研修 3 日目  

ALL DAY：STYLING ART and ACCESSORIES in INTERIORS WORKSHOP 

アートスタイリストがレクチャーする「アート」に特化したプログラム。インテリアのポイントになる「アート」の選び

方、そしてコーディネートについて、事例をもとにレクチャーします。 

そして、今年は「インテリアアクセサリー」をコンセプトにグループワークショップに挑戦します。英国ならではのアー

トスタイリング、インテリアアクセサリーのスタイリングを、与えられたテーマをもとにプレゼンボードで表現します。

KLC の先生方にも直接アドバイスを受けられるほかの研修にはない町田ひろ子アカデミーならではのプログラムです。授

業終了後には、KLC から修了証の授与があります。 

 
KLC WORKSHOP の様子 

 

2 日目 研修 4 日目 

AM：NEUROAESTHETICS LECTURE in UNIVERSITY of LONDON  

今年初めて取り組む「神経美学」の体験プログラム。ロンドン大学・神経生物学研究所が研究している「神経美学」。人

が絵画や音楽を「美しい」と感じた時、脳の一部分の血流量が増加する、という研究成果が発表され、注目されています。

神経美学とは何か、インテリアと神経美学について、ロンドン大学を拠点として研究を続ける石津智大研究員から直接学

び、実体験していただきます。 

   
ロンドン大学 石津智大研究員      ミラノサローネ 2019 Google インスタレーションより 

※日程、プログラム内容は 2019 年 3 月 26 日現在のものです。変更になる場合があります。 



Vol.1 

英国インテリアデザイン研修概要と申込方法 

最大の特徴！ 

英国インテリアデザイン研修は、現地集合・現地解散です。 

だから参加者が自由に日程を組めます。 

今までフルパッケージで研修ツアーは開催してきましたが、「航空会社を選びたい」「パリに立ち寄ってから帰国したい」「友達の家に泊まりたい」という

要望が毎年少なくなく、それぞれ対応してきましたが、毎年個々の要望が増えてきました。そこで思い切って、航空チケットや宿泊ホテルを各自が手

配し、滞在期間も制約のない「現地集合・現地解散」のプログラムを今年は初めて取り入れることにしました。好きな航空会社や宿泊ホテルを予

約、パリやミラノなどヨーロッパ都市に立ち寄ることもできます。ご自身で海外滞在期間を調整できるので、研修が終わってそのまま帰国しても、予定

が続く限り海外を満喫するのも自由です。 

 

【お申込み方法】 

  ①別紙「お申込書」に必要事項をご記入の上、当社町田ひろ子アカデミー宛に郵送または FAX にてお申し込ください。 

  ②お申込書をご提出後、１週間以内にお申込金 100,000 円を下記口座へお振込みください。 

     <振込先>       

       三井住友銀行 赤坂支店 普通口座 ５００６１７５  カ）マチダヒロコアカデミー 

  ③お申込書の受領、お申込金お振込みが確認できた段階で予約が完了となります。 

  ④残金は 9 月 10 日（火）までにお支払いください。 

 

www.machida-academy.co.jp 

■研修名：英国インテリアデザイン研修 2019 
■研修期間：２０１９年１０月７日（月）～ １０月１０日（木）４日間 
■訪問都市：英国・ロンドン 

■会場：KLC School OF Design ほか（Design Centre East Chelsea Harbour） 
■募集定員：３０名（最少催行人員：１５名） 

■主催：株式会社町田ひろ子アカデミー 

■後援：一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会 

【英国インテリアデザイン研修 参加費】 

     ２１４，０００円 

（現地集合、現地解散のため航空運賃、宿泊費、食事代は含まれていません。） 
  ≪ご旅行代金に含まれるもの≫ 
    研修プログラム費、テクニカル通訳費、日程表記載の食事代、日程表記載移動費、ホテル見学費、展示会入場料 
  ≪ご旅行代金に含まれないもの≫ 
    往復航空券、燃油付加特別運賃・航空保険、空港使用料、海外空港諸税、ホテル宿泊代、クリーニング代、日程表記載以外の食事・移動費、 

    超過手荷物追加代金、その他個人費用 

≪研修のお問い合わせ、お申込みは≫ 

株式会社町田ひろ子アカデミー 担当：関根 

TEL:03-5411-0055 FAX:03-3403-4116 

E-mail:sekine@machida-academy.co.jp 

〒107-0061 東京都港区北青山 3-3-13 共和五番館 4F 


