2級・3級出願先（2021年4月現在）
都道府県

受験地
番号

〒

住所

電話

＊1 色彩北海道

010 062-0904 札幌市豊平区豊平4条8丁目1-7

＊1 FB北海道

010 064-0801 札幌市中央区南1条西22丁目1-1 札幌ファッションデザイン専門学校DOREME 011-618-1939

＊1 販売北海道

010 001-0015 札幌市北区北15条西4丁目

北海道文化服装専門学校

宮島学園北海道ファッション専門学校

青森中央文化専門学校

011-811-0101
011-736-2121

青森県

020 030-0132 青森市横内字神田12

宮城県

040 980-0021 仙台市青葉区中央3-4-8

福島県

070 963-8001 郡山市大町1-2-3

今泉女子専門学校

024-932-0429

栃木県

090 326-0803 足利市家富町6-3

足利コミュニティーカレッジ

0284-41-6131

＊2 群馬県

100 371-0805 前橋市南町3-61-4

＊3 東京都

130 160-0008 新宿区四谷三栄町6-3

神奈川県

022-227-1345

前橋文化服装専門学校
小沢ビル2階

140 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1

027-224-4715

東京都服飾学校協会

神奈川県専修学校各種学校協会

＊4 新潟県

150 951-8061 新潟市中央区西堀通3番町799マンション西堀カメリア

＊2 石川県

170 921-8032 金沢市清川町1-5

新潟県専門学校協会

専門学校金沢文化服装学院

福井県

180 918-8105 福井市木田3-1313

山梨県

190 400-0031 甲府市丸の内2-18-15

＊2 長野県

017-728-0145

宮城文化服装専門学校

045-312-2221
025-222-8798
076-242-2330

福井文化服装学院

200 380-0936 長野市岡田町96-5

03-3354-5022

0776-36-3113

甲府ドレメ学院

055-226-5533

岡学園トータルデザインアカデミー

026-226-5719

岐阜県

210 500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 県民ふれあい会館第2棟8階 岐阜県専修学校各種学校連合会

058-271-5076

静岡県

220 422-8041 静岡市駿河区中田1-18-13

054-283-1125

辻村和服専門学校

愛知県

230 467-0002 名古屋市瑞穂区川澄町1-5

三重県

240 514-0042 津市新町1-1-36

愛知文化服装専門学校

大阪府

270 532-0005 大阪市淀川区三国本町3-35-8 大阪文化服装学院内 関西ファッションカレッジコンソーシアム 06-6350-0317

兵庫県

280 651-0066 神戸市中央区国香通6-7

鳥取県

310 683-0824 米子市久米町239

岡山県

330 700-0842 岡山市北区船頭町12

広島県

340 730-0012 広島市中区上八丁堀8-23林業ビル5階

＊2 山口県
香川県

052-851-1117

津文化服装専門学校

愛媛県

380 790-0001 松山市一番町1-4-1

高知県

390 780-0901 高知市上町3-16-1

神戸ファッション専門学校

078-241-8611

米子ファッションビジネス学園

0859-22-5571

中国デザイン専門学校

350 750-1144 下関市小月茶屋3-4-26
370 760-0017 高松市番町2-3-11

059-228-3985

086-225-0791

広島県専修学校各種学校連盟

下関文化産業専門学校

083-282-0303

吉田愛服飾専門学校
専門学校松山ビジネスカレッジ

082-227-8210
087-821-0911

クリエイティブ校

高知文化服装専門学校

089-931-1420
088-872-7739

福岡県

400 810-0074 福岡市中央区大手門2-10-5

香蘭ファッションデザイン専門学校

092-751-1331

＊2 熊本県

430 860-0012 熊本市中央区紺屋今町3-14

ヒロ・デザイン専門学校

096-352-9059

鹿児島県

460 890-0056 鹿児島市下荒田3-28-12

沖縄県

470 901-2131 浦添市牧港1-60-14

野村服飾専門学校

専修学校インターナショナルデザインアカデミー

＊1

099-254-3358
098-942-6780

 海道はファッションビジネス能力検定（FB）、ファッション販売能力検定（販売）
北
、ファッション色彩能力検定（色彩）で出願先
が異なります。
＊2 群馬県・長野県・山口県・熊本県・石川県は各検定とも後期（FB・第56回／販売・第46回／色彩・第28回）のみ受付けます。
＊3 個
 人申込みで東京会場での受験を希望される場合
（1）受験料を下記の指定口座に振り込んでください。
三井住友銀行 麹町支店 普通9180307 東京都服飾学校協会
振込みの際の注意事項：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」の送付
必要書類をお送りください。
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。
＊4 新潟県は前期・後期ともに販売のみ受付けます。
※出願先と試験会場は異なる場合があります。試験会場は受験票と同時に通知します。
※上記に記載のない都道府県の方は近隣（ご希望）の出願先へお申込みください。

※1級の出願先、振込先ではないのでお間違いの無いようお願いします。1級の出願方法はP28をご参照ください。
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2級・3級

受験の流れ 3検定共通

①出願の方法
◆個人受験者の場合
個人受験者は、「願書」と「受験料」を、受験
を希望する都道府県の出願先へ、郵便局から
現金書留で郵送してください。（東京会場での
受験を希望される場合は、受験料は銀行振込
となります。詳しくは1頁をご参照ください。）
◆学校・団体受験の場合
学校などでの団体受験の場合は、団体責任者
が出願者全員の「願書」と「受験料」を取り
まとめ、希望する都道府県の出願先へ送付し
てください。
◆科目免除受験者の場合
受験料：（2級・3級）3,500円（税込）
科目免除受験者は、「願書」表面の科目免除者
申請欄に「科目合格証」の内容を記入した上で、
「願書」裏面に「科目合格証」のコピーを貼付
してください。

▶受験資格：どなたでも受験できます。
フ
 ァッションビジネス能力検定と
ファッション販売能力検定の2・
3級は、同日同時間での試験とな
りますので併願はできません。 
ファッション色彩能力検定は併願
可能です。
▶出願先：1頁に記載された出願先にご提出く
ださい。
▶受験料：2級：6,500円（税込）
3級：6,000円（税込）



▶願書：
「願書」はこの冊子の下記頁に添付し
ています。
・ファッションビジネス能力検定 
2級・3級（P8－11）
・ファッション販売能力検定2級・3級
（P16－19）
・ファッション色彩能力検定2級・3級
（P24－26）

※科目免除者申請欄が無記入の場合は、新規受験となり
ますので、ご注意ください。

科目免除とは？？

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2科目で構成されています。どちらか1科目が合
格した場合、科目合格になります。科目合格取得から1
年以内（次回・次々回まで）に受験する場合に限り、合
格科目の受験を免除します。
科目免除受験の申込みをするには、「科目合格証」のコ
ピーが必要になります。

⬇
②受験票
試験日の1週間前までに到着するように送付
されます。
受験票が届かない場合には、個人受験者は出
願先、団体受験者は団体責任者にお問い合せ
ください。

学校・団体の検定ご担当者様
学校・団体として初めてお申し込みのご担当
者様は、協会（TEL：03-6300-0263）ま
でご連絡ください。

※注意事項

受験票の記載事項に誤りがあった場合は、個
人受験者は出願先に、団体受験者は団体責任
者に訂正を申し出てください。

①出 願後の受験地の変更や、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

②領 収書の発行は致しません。現金書留をご利
用の方は書留控を、お振込の方は銀行振込明
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。

各試験会場で受験
（試験方法：マークシート方式）

⬇

③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試験結果と認定カード
試験日から約一ヶ月半後に、「合否結果」が
送付されます。合格者には「認定カード」を、
ファッションビジネス能力検定・ファッショ
ン販売能力検定の科目合格者には「科目合格
証」が送付されます。

④38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。

希望者には、賞状形式の認定証書2,000円（送料・税込）と合格証明書500円（送料・税込）を発行します。
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2021年度検定カレンダー

2 級・3 級
ファッションビジネス能力検定
試験日

出願期間

第55回 6月12日（土）

4月1日（木）〜4月21日（水）

第56回 11月20日（土）

8月26日（木）〜9月24日（金）

ファッション販売能力検定
試験日

出願期間

第45回 7月3日（土）

4月8日（木）〜5月7日（金）

第46回 12月4日（土）

9月8日（水）〜10月7日（木）

ファッション色彩能力検定
試験日

出願期間

第28回 2022年1月15日（土）

10月7日（木）〜11月5日（金）

1級
ファッションビジネス能力検定
試験日

出願期間

第24回 2022年1月22日（土）

11月8日（月）〜12月7日（火）

ファッション販売能力検定
試験日

出願期間

第14回 2022年2月19日（土）

12月20日（月）〜1月18日（火）

ファッション色彩能力検定
試験日

出願期間

第9回 6月26日（土）

4月26日（月）〜5月25日（火）

4

ファッション色彩能力検定2級・3級
●試験日時
第28回 2022年1月15日（土）
試験時間

▶2級
▶3級

 名、三属性による色の表示方法、色見本
色
とカラーコード

▶配色と色彩調和

13：00～15：00
10：00～11：30

 行配色、調和の技術、色彩調和論、ファッ
流
ションイメージとカラーコーディネーショ
ン、日本の古典的な配色

▶ファッション産業における色彩計画

●出願期間
第28回 2021年10月7日（木）～
11月5日（金）必着

 ァッション産業において色彩を取り扱う
フ
姿勢、情報としての色彩、商品企画におけ
る色彩計画、生産段階における色彩、販売
における色彩計画、パーソナルコーディネー
ションと色彩

※ファッション色彩能力検定は併願可能です。

●各級の問題数と合格基準
2級 200問
3級 150問

▶色名

2級 公式テキスト

2級・3級ともに、70％の得点を目安に合
格とします。

「ファッション色彩〔Ⅱ〕」
A5判 284頁
定価：本体2,667円（税別）

●持ち物
受験票・HBの鉛筆またはシャープペンシ
ル・消しゴム・はさみ・糊・顔写真付きの
身分証明書。

基礎理論を掘り下げた色彩学的知識や、ファッ
ション業界での実務を想定した色彩テクニック
や活用方法を解説しています。

2級 レベル
色彩に関連する仕事に就き、業務の目的を把
握しそれに沿った計画を立案し実行できるレ
ベル。商品企画やデザインに関連する業務で
あれば、与えられた業績データや予測情報、
立案されたコンセプトから適切な色彩計画を
立案し、商品として実現できる。販売業務で
あ れ ば、 顧 客 の 購 買 行 動 を 意 識 し た 店 舗
VMDを色彩の視点から立案でき、顧客の購
買目的やパーソナリティを推測しながら適切
なコーディネーションができる。ファッショ
ン系専門学校や大学などでファッション色彩
に関する専門的知識と技術についての教育を
学んだ程度。

「ファッション色彩能力検定試
験２級問題集」
A5判 166頁
定価：本体1,333円（税別）
「ファッション色彩〔Ⅱ〕
」で学んだ、詳細な色
彩学的知識や応用的な考え方の習熟度がわかり
ます。

2級 出題範囲
公式テキストの内容を基にして出題されま
す。
▶産業における色彩

産
 業と色彩、ファッション産業と色彩

▶色彩理論－光、視覚、心理

光
 と色、色覚のしくみ、色彩と心理

▶色彩体系－色名とカラーシステム
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「ファッション色彩能力検定試
験３級問題集」
A5判 148頁
定価：本体1,047円（税別）

3級 レベル
アパレル企業や小売企業などでアシスタント
的な業務に就き、ある程度の自己判断をしな
がら色彩に関する業務を遂行できるレベル。
商品企画やデザインに関連する業務であれ
ば、商品色の原案を目的に沿って複数提案で
きる程度の色彩スキルを持つ。販売関連業務
であれば、店頭で色彩的な視点から商品陳列
や展示ができるスキルを持ち、接客ではお客
様に対して初歩的なカラーコーディネーショ
ンを適切にアドバイスできる。
ファッション系専門学校や大学などでファッ
ション色彩に関する基礎知識と技術について
の教育を１年間学んだ程度。

「ファッション色彩〔Ⅰ〕
」で解説した、基本的な
知識や技術の理解度を確かめることができます。

3級 出題範囲
公式テキストの内容を基にして出題されま
す。
▶色彩のはたらき

 活における色彩のはたらき、ファッショ
生
ンにおける色彩の役割

▶色彩の体系

色
 の三属性、ヒュー＆トーン

▶色彩理論－基礎

 の成り立ち、光と色、三原色と混色、視
色
覚と色、色彩と心理

▶色彩の技術

配
 色の基礎、色彩構成の基礎

▶ファッション産業と色彩

 ァッション産業における色彩の役割、企
フ
画段階の色彩、生産段階の色彩、流通段階
の色彩

▶色名

3級 公式テキスト
「ファッション色彩〔Ⅰ〕」
A5判 190頁
定価：本体2,095円（税別）

色彩に関する基本的な理論を網羅するとともに、
ファッションに関する写真も具体的に例示しな
がらわかりやすく解説しています。
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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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