1級

受験の流れ 3検定共通

①出願の方法
1 受験料を下記の指定口座に振り込んでくだ
さい。

▶受験資格：どなたでも、どの級からでも受
験できます。
▶受験料：
●ファッションビジネス1級
13,000円（税込）
科目受験（1科目につき）4,500円（税込）
※3科目以上の受験の場合は、

13,000円（税込）となります
●ファッション販売1級
13,000円（税込）
科目受験（1科目につき）4,500円（税込）
●ファッション色彩1級
15,000円（税込材料費含む）
「願書」はこの冊子の下記頁に添付して
▶願書：

みずほ銀行 新宿新都心支店
普通1505927
（財）日本ファッション教育振興協会
（注意）振込みの際、振込み名義人の欄には
必ず受験者の氏名を入力してください。振
込手数料はご負担ください。
2「受験願書」＋「振込明細書」を送付してく
ださい。
①必要事項を記入した「受験願書」
②受験料振込みの際に発行される「振込明
細書」
（コピー可・原寸大にカット）
振込明細書は（1）振込日（2）振込先（3）
振込金額（4）振込人氏名の4点を確認する
際に使用します。
◆科目免除受験者の場合
科目免除受験者は、願書下段の受験する受
験科目に〇をつけてください。
「受験願書」＋「振込明細書」をお送りいた
だく際に、「合否通知のコピー」も同封して
ください。

います。
・ファッションビジネス能力検定1級（P32）
・ファッション販売能力検定1級（P34）
・ファッション色彩能力検定1級（P36）

▶出 願先：協会事務局（一般財団法人日本
ファッション教育振興協会 〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-14-3紫苑学生会館
2階）

科目合格とは？？
ファッションビジネス能力検定・ファッ
ション販売能力検定は、ある科目につい
て合格した場合、その科目が科目合格に
なります。科目合格取得から3年以内に
受験する場合に限り、合格科目の受験を
免除します。

⬇

※注意事項

②受験票
試験日の1週間前までに送付されます。受
験票が届かない場合は、協会事務局にお問
い合せください。

①受 験願書や受験料の持参による受付はできま
せん。
②出 願後の受験取り消し、受験料の返金には応
じられませんのでご注意ください。

⬇
③試験当日

③領 収書の発行は致しません。銀行振込明細書
をもって領収書に替えさせていただきますの
でご了承願います。

東京会場で受験

⬇

④合 否結果についてのお問い合せには応じられ
ませんので、予めご了承ください。

④試験結果と認定証書
合否通知が、試験日から約一ヶ月半後に送
付されます。

⑤38頁  検定試験受験者へのご案内をご確認し、
新型コロナウイルス感染予防策についてご不
安な方はお申し込みをお控えください。
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ファッション色彩能力検定1級

1級 レベル
ファッション分野の諸業務の中で、色彩情報
を客観的に収集・分析し、商品や店舗におけ
る色彩計画を立案する力を有する。また、
ファッションに関する色彩の専門家として、
その知識や理論を活用し、実務における色彩
活用に対して適切なアドバイスができる。

●試験日時
第9回 2021年6月26日（土）
試験時間

▶
「Ａ科目」
10：00～11：00
▶
「Ｂ科目」
11：10～12：10
▶
「Ｃ科目」
13：10～16：10

１級 出題範囲
「Ａ科目」
２級・３級の公式テキストである「ファッ
ション色彩〔Ⅰ〕・〔Ⅱ〕」すべての範囲から、
色彩に関する理論と知識について出題しま
す。正誤問題、選択問題などの形式で無作
為に出題します。

※3科目で構成されています。

●出願期間
2021年4月26日（月）～
2021年5月25日（火）必着
●受験料
15,000円（材料費含む）

「Ｂ科目」
色彩を「見て」答える問題を出題します。
問題中に図版や写真が提示され、それらを
見ながら解答します。必要であれば図版を
切り取り、比較しながら解答を導きます。
出題内容そのものは２級・３級と同程度の
基本的なものですが、色彩に対する正確で
適切な判断力を求めます。

●各科目の合格基準
▶「Ａ科目」・
「Ｂ科目」
そ れぞれ85％以上の得点を目安に合格
とします。
▶「Ｃ科目」
客観性、整合性、色彩理論・知識の応用
力を主なポイントとして評価します。

「Ｃ科目」
与えられた資料を客観的に整理・分析し、
それに基づいた色彩計画を提案すること
で、色彩理論・知識に対する応用力を判断
します。答案は、言葉による説明や、色票
を使った色や配色の提示によって作成しま
す。色彩の専門的な知識を活用し、客観性
を保ちながら、それぞれの切り口による説
得力ある提案を解答として求めます。内容
に客観性があり、解答者の考えを表現して
いるかどうか、提示された色彩に根拠があ
り、矛盾がないかなどが評価されます。

3科目とも合格基準に達していることが合
格の条件となります。科目合格はありませ
ん。
●試験方法
▶「Ａ科目」・
「Ｂ科目」：マークシート
▶「Ｃ科目」：記述・実技

※
「C科目」で使用予定の「Basic Color140」を試
験当日に配布します。

●試験会場
東京会場のみで実施。

※2級・3級 の 公 式 テ キ ス ト に つ い て は、P21－
P22を参照してください。

●持ち物
受験票・HBの鉛筆またはシャープペンシ
ル・その他の筆記用具（※）・消しゴム・
はさみ・糊・定規（10～15㎝程度で可）・
顔写真付きの身分証明書。

※
「Ｃ科目」記述用として色鉛筆・色ボールペンなどの
使用が可能です（赤・青の2色程度の準備で十分対
応できますが、持ち込む色数については自由です）
。
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※〈記入上の注意〉

直接封筒に貼付して使用するものです。必ず記入
してください。

●出願先
1．太枠内をペンまたはボールペンで、楷書で正確に
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-14-3 紫苑学生会館2階
記入してください。
（一財）日本ファッション教育振興協会
2．右記の住所
・氏名欄は、受験票送付や合否通知の際、
TEL：03-6300-0263

※
※
〈記入上の注意〉
〈記入上の注意〉
1．太枠内をペンまたはボールペンで、楷書で正確に
1．太枠内をペンまたはボールペンで、楷書で正確に
記入してください。
記入してください。
2．右記の住所
2．右記の住所・
・氏名欄は、
氏名欄は、
受験票送付や合否通知の際、
受験票送付や合否通知の際、
直接封筒に貼付して使用するものです。必ず記入
直接封筒に貼付して使用するものです。必ず記入
してください。
してください。

※
〈記入上の注意〉
●出願先
●出願先
1．太枠内をペンまたはボールペンで、楷書で正確に
〒151-0053
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-14-3
東京都渋谷区代々木3-14-3 紫苑学生会館2階
紫苑学生会館2階
記入してください。
（一財）日本ファッション教育振興協会
（一財）日本ファッション教育振興協会
2．右記の住所
・氏名欄は、受験票送付や合否通知の際、
TEL：03-6300-0263
TEL：03-6300-0263
直接封筒に貼付して使用するものです。必ず記入
してください。

ペンを持参してください。
ペンを持参してください。
＊検定料受領印のないものは無効となります。
＊検定料受領印のないものは無効となります。

＊検定料受領印のないものは無効となります。

ペンを持参してください。

ペンを持参してください。

＊検定料受領印のないものは無効となります。

顔写真付きの身分証明書、HB
顔写真付きの身分証明書、HBの鉛筆またはシャープ
の鉛筆またはシャープ
ペンシル、消しゴム、はさみ、糊、色鉛筆またはカラー
ペンシル、消しゴム、はさみ、糊、色鉛筆またはカラー

ペンシル、消しゴム、はさみ、糊、色鉛筆またはカラー

検定料受領印
検定料受領印

ペンシル、消しゴム、はさみ、糊、色鉛筆またはカラー

＊受験の際は本票と、
＊受験の際は本票と、

C科目
科目
C
13：10～16：10
13：10～16：10

C 科目
13：10～16：10

＊受験の際は本票と、

B科目
科目
B
11：10～12：10
11：10～12：10

B 科目
11：10～12：10
検定料受領印

A科目
科目
A
10：00～11：00
10：00～11：00

A 科目
10：00～11：00

顔写真付きの身分証明書、HB の鉛筆またはシャープ

検定料受領印

受験者集合 9：50
9：50
受験者集合

受験者集合 9：50

顔写真付きの身分証明書、HB の鉛筆またはシャープ

＊受験の際は本票と、

C 科目
13：10～16：10

B 科目
11：10～12：10

A 科目
10：00～11：00

受験者集合 9：50
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検定試験受験者へのご案内
感染予防について
試験会場では以下の感染予防策をお願いいたします。お申し込みの際は、以下に記載する「受験者の皆
様へのお願い」へのご協力について、あらかじめご理解・ご了承の上、お手続きいただきますようお願
い申し上げます。これらの予防策について、ご不安な方はお申し込みをお控えいただきますようお願い
申し上げます。

試験会場における感染予防策
・試験官は試験当日、検温を行い体調に問題ないことを確認の上、勤務いたします。
・試験官はマスクまたはフェイスシールドを着用し、こまめな手洗い・手指のアルコール消毒を行
います。
・試験会場内にアルコール消毒液を設置いたします。
・人の手が触れる箇所を中心に会場施設のアルコール消毒を行います。
・会場内では他者と十分な距離が保たれるよう誘導、注意喚起を行います。
・試験教室内は通常のテストより収容数を減らし、受験者間の距離を保ちます。
・会場内の窓開け、ドア開放、換気扇作動などにより換気を行います。

受験者の皆様へのお願い
・試験当日の朝、検温を行なってください。
体温が３７．５℃以上の場合や、咳・鼻水の症状があり、体調のすぐれない場合や、感染症と接
触した可能性のある受験者は、受験をお控えください。その際の受験料の払い戻しや、次年度へ
の振り替えは行いませんのでご了承ください。
・試験会場内では必ずマスクまたはフェイスシールドをご着用ください。
※マスクまたはフェイスシールドを着用されていない場合、受験いただけません。本人確認時は
試験官の指示に従いマスクを外していただきます。
・手洗い、手指のアルコール消毒、咳エチケットを励行してください。
・周りの受験者の方と適度な距離をお取りください。
・会話は最小限としてください。
・休憩時や昼食の際にも３密を避け、会話・談笑には注意してください。
試験教室内の窓やドアの開放、換気扇使用などにより換気を行います。これに伴い、外部騒音や換
気扇の稼働音などの影響が予想されますことをあらかじめご了承ください。試験会場によっては気
温が変化する可能性がありますので、気温に応じ調整しやすい服装でお越しください。
以下の方は、受験をお控えください。受験者の皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
・体調不良の方
・体調に不安のある方（37.5℃以上の発熱、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある方）
・過去14日以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者と濃厚接触がある方、または、同居
家族や身近な知人に感染の疑いがある方
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航
歴のある方、または、その方と濃厚接触がある方
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