平成 29 年 11 月 4 日

平成 29 年度 第 11 回「アパレル製品の基礎知識」講座 のご案内
一般社団法人 日本繊維技術士センター（JTCC）
日本繊維技術士センター（JTCC）では、各種の繊維や染色加工、縫製技術に関する講座を定
例的に実施し、多くの方にご参加いただいて、好評を博しております。
今年度も下記要領にて「アパレル製品の基礎知識」講座を開催しますので、多数の方々に参加
いただきますようにご案内申し上げます。
１．講座の主旨
縫製やアパレル製品に関連する営業、企画、生産管理、技術、試験、品質管理、クリーニング
などに携わる皆さまに、アパレル製品に関する基礎的かつ実用的な知識を習得して、業務に役立
てていただく。
２．講座の主な内容
以下の項目に関し、JTCC で作成するテキストをベースにして講義を行い、また適宜サンプル
や写真を用いて解説します。昨年までは 2 日間の開催でしたが、本年度から基本コース（3 日間）
と選択コース（2 日間）の 2 コースを開講し、受講生の皆様の多様なニーズにお応えします。
３．スケジュール
9：40～11：55
（135 分）

はじめに
Ⅰ. アパレル用材料の基礎
1. 繊維、糸の種類・製造・性質
2. 織物、編物の種類・製造・性質

11：55～12：40（45 分）

第 1 日目

12：40～14：55
（135 分）

＜A 講座＞

平成 30 年
1 月 13 日
（土）

15：55～16：55
（60 分）

9：30～11:00
（90 分）
第 2 日目
＜B 講座＞

平成 30 年
1 月 20 日
（土）

・・・＜昼 食＞・・・

Ⅱ. 染色加工の基礎
1. 染料と染色工程
2. 仕上げ工程
3. 機能加工

14：55～15：10（15 分）

15：10～15：45
（35 分）

11:10～11：50
（40 分）

清嶋 展弘

・・・＜昼 食＞・・・

Ⅲ. 繊維製品の二次加工とその注意点
1. 顔料プリント、昇華プリント
2. 熱転写マーク
Ⅳ. アパレル用材料の検査と試験
1. 繊維製品の品質管理を行う目的
2. 材料の検査
3. 材料の試験
Ⅴ. アパレル製品の商品化プロセス
1. アパレル商品企画の要点
2. 副資材（裏地、芯地）
Ⅵ. 縫製仕様書
1. 縫製仕様書とは
2. 縫製仕様書のみかたと留意点

11：50～12：35（45 分）

12：35～13:35
（50 分）

金田 哲郎

清嶋 展弘

金田 哲郎

相馬 成男

米田 圭子

・・・＜昼 食＞・・・

Ⅶ．縫製工程の概要
1. 縫製準備工程
2. 縫製工程と仕上げ工程
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米田 圭子

13:45～14:40
（55 分）

Ⅷ. 代表的な縫製欠点
1. 縫製欠点の種類
2. 発生原因と処置・対策

14：40～14：55（45 分）

・・・＜休 憩＞・・・

14：55～15：55
（60 分）

第 3 日目
＜C 講座＞

平成 30 年
1 月 27 日
（土）

米田 圭子

Ⅸ. アパレル製品の検査と試験
1. 生産ロットと検査
2. 初期量産品の検査と項目
3. 量産品の検査と洗濯試験
16：00～16：55 Ⅹ. 海外工場監査と評価（CSR を含む）
（55 分）
1. 監査の種類と目的
2. 監査の重要性
3. 評価の項目
9：30～11:00
Ⅺ．表示等の関連法規
（90 分）
1. 家庭用品品質表示法（繊維の組成、
新 JIS 取扱い表示、はっ水）
2. サイズ表示（日本工業規格）
3. 不当景品類及び不当表示防止法
（機能性表示、原産国表示）
4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律
（略称：医薬品医療機器等法、旧：薬事法）
5. 各種不適正表示に関する質疑応答
11：10～12：00 Ⅻ．衣料品の苦情事例解析実習
（50 分）
1．消費者苦情品の事例研究
12：00～12：45（45 分） （4～5 名／班に分かれて原因、
再現試験方法、
・・・＜昼食＞・・・
再発防止のための予防・是正処置を討論）
12：45～16：55
2．班毎の発表と質疑応答および事例解説
（250 分）

吉仲 健一

吉仲 健一

上田 良行

上田 良行
金田 哲郎
米田 圭子

（１）基本コース（3 日間）A 講座・B 講座 ・C 講座
衣服材料および染色加工の基礎から学びたい受講生に最適なコースです。
（２）選択コース（2 日間）B 講座・Ｃ講座
衣料材料および染色加工の基礎を学んだことのある受講生に適したコースです。
お申込みの際は、基本コース（3 日間）
、あるいは選択コース（2 日間）のいずれかをお選びください。

４．講師プロフィール（平成 29 年度）
講
師
上田 良行
金田 哲郎
清嶋 展弘
相馬 成男
吉仲 健一
米田 圭子

（50 音順）

プ ロ フ ィ ー ル
元 岡本㈱ 品質保証室、㈱ワコール 品質保証推進部
JTCC 評議員
TES 会員
元 ㈱ワコール 生産部
JTCC 評議員
㈱デサント R&D センター 品質開発課
JTCC 評議員
TES 会員
元 ㈱レナウン 生産部技術グループ
JTCC 評議員
TES 会員
㈱ワコール 技術・生産本部 技術部 技術業務管理課
JTCC 評議員
TES 会員
元 旭化成㈱
商品科学研究所
執行役員
TES 会員
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５．会 場
第 1 日目
第 2 日目
第 3 日目

1 月 13 日（土）
1 月 20 日（土）
1 月 27 日（土）

大阪産業創造館
大阪産業創造館
大阪産業創造館

5F 研修室 A
5F 研修室 A・B
5F 研修室 A・B

〒541-0053 大阪市中央区本町 1 丁目 4 番 5 号
（含む消費税）
【TEL】06-6264-9888 （施設予約センター）
【FAX】06-6264-9887 （含む消費税）
【地下鉄】
★地下鉄中央線堺筋本町駅下車 2 番出口 徒歩約 5 分
★地下鉄堺筋線堺筋本町駅下車 12 番出口 徒歩約 5 分
６．受講料
★ 一般
①基本コース（3 日間）：A 講座・B 講座・C 講座・・・￥28,000（含む消費税）
②選択コース（2 日間）：B 講座・C 講座
・・・￥22,000（含む消費税）
（学生は受講料を割引きます）
７．定 員

91 名

８．申込み方法
次ページの申込書に記入の上、JTCC 本部宛 FAX でお申込み下さい。
申込書到着しだい、受講票を送付致します。＜申込み期限 12 月 30 日＞
FAX：06－6484－6575
ホームページからも申し込みできます。

http://jtcc.c.ooco.jp/content/education/education01.html
９．受講料のお支払方法
下記の郵便振替口座へお振込み下さい。
口座番号：００９９０－６－１３４９１８ 加入者名：JTCC 教育活動委員会
10．お問合せ先
〒541－0051 大阪市中央区本町備後町 3 丁目 4 番 9 号 輸出繊維会館 6 階
一般社団法人 日本繊維技術士センター（JTCC）
TEL：06－6484－6506 FAX：06－6484－6575
E-mail：jtcc@nifty.com ホームページ：http://jtcc.c.ooco.jp/
11．他会場のご案内
本講座は名古屋と東京でも下記の予定で行われますので、
名古屋あるいは東京で受講をご希望されます方は、JTCC ホームページに掲載されています
各会場のご案内をお読みくださいまして、申込書を FAX.でお送りくださいますようお願い
申し上げます。
記
（１）名古屋会場：名古屋都市センター
（２）東京会場 ：機械振興会館
第 1 日目：2018.1.27（土）
第 1 日目：2018.2.10（土）
第 2 日目：2018.2.10（土）
第 2 日目：2018.2.17（土）
第 3 日目：2018.2.17（土）
第 3 日目：2018.2.24（土）
以 上
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「アパレル製品の基礎知識」講座 申込書
＜大阪会場＞

一般社団法人 日本繊維技術士センター（JTCC）
本部事務所 御中

（FAX：０６－６４８４－６５７５）

または
本部事務所 御中

受講コース

（E-mail：jtcc@nifty.com）

基本コース（３日間） 選択コース（２日間）
＜ご希望されますコースを

氏

でお囲みください＞

名

会 社 名
所属部署
会社
住所

or

自宅

〒

連絡先

TEL.
FAX.
e-mail;
＊ 上記情報は㊙として厳重に管理し、JTCC の教育講座以外の目的に使用しません。
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