平成 30 年度 TES 受験講習会のご案内（大阪会場）
一般社団法人 日本繊維技術士センター（JTCC）
教育活動委員会
Tel：06-6484-6506
Fax：06-6484-6575
１．TES とは
TES（Textiles Evaluation Specialist：繊維製品品質管理士）とは、昭和 56 年に通産省の告示に
基づいて生まれたもので、その狙いは企業活動の合理化、消費者利益の保護、企業と消費者の信頼
関係の改善にあります。TES は繊維製品の企画･設計から消費に至る各段階で発生する品質上の諸
問題を解析し、品質向上に寄与することを役目として期待されています。
現在は、一般社団法人 日本衣料管理協会によって運営され、同協会が実施する試験に合格して
TES として認定されます。
毎年 2,500 名超が受験し、
約 500 名の TES が新規に誕生していますが、
ここ数年増加傾向にあり平成 29 年度は出願者 2,600 名の出願者で、最終的に 592 名が認定されま
した（認定率 22.8％）
現在、TES の総数は 7,803 名（平成 29 年 11 月）で、繊維および繊維製品メーカーの他、商社、
百貨店･専門店･量販店、クリーニング業界、検査団体、染料･助剤メーカー等々で活躍しています。
日本衣料管理協会では各地区の支部ごとに講演会、セミナー、工場見学、展示会などを１～２ケ
月ごとに開催しており、TES になれば、これらを通じて幅広い分野の情報に接することができ、ま
た各分野の実務に詳しい専門家との接点を得ることもできます。
２．ＴＥＳ試験の内容
ＴＥＳ試験は年１回、７月の第 3 日曜日（平成 30 年度は 7 月 15 日の予定）に実施され、
次の 5 科目からなります。
Ⅰ．繊維に関する一般知識（択一式、60 分）
Ⅱ．家庭用繊維製品の製造と品質に関する知識（択一式、60 分）
Ⅲ．家庭用繊維製品の流通・消費と消費者問題に関する知識（択一式、60 分）
Ⅳ．苦情事例の解析（記述式、60 分）
：
「損傷」
「外観・形態変化」
「風合い変化、光沢変化」
「色の
変化」
「加工の機能性低下」
「安全・衛生」
「表示の不適正」などに関する複数（3 問程度）の問
題が出題され１問を選択し、原因解析と再発防止策について 600 字程度で解答します。
Ⅴ．論文（記述式、60 分）
：社会および繊維産業の現状の理解のうえに、繊維製品品質管理士とし
て必要な識見を問うものです。評価は、解答の論点の的確性、内容の深さ、および論旨の一貫
性によります。600～800 字で解答します。
＊合格科目は、その後３年間は持ち越すことができるので、４年間で５科目に合格すればＴＥＳの
資格を取得することができます。
３．JTCC の受験講習会
詳細は別紙パンフレットをご参照下さい。要点は、次の通りです。
１）ＴＥＳ本試験の対象となる全領域について、各分野の専門技術士が担当して講義を行います。
難関とされる事例解析と論文の指導を特に充実させるべくカリキュラムを編成しています。
全講義が終了した後に、本試験と同じ要領で模擬試験を行い、解説と添削指導を行います。
２）4 月７日～6 月９日の土曜日を利用して７日間にわたり、毎回 9 時 30 分から 17 時まで。
３）会場は大阪産業創造館（大阪市中央区本町 1-4-5、06-6264-9800）です。
４）受講料は全コースの場合は¥52,500 で、コース別に受講料を設定しています（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ参照）
。
５）講習会に使用する JTCC テキストは 4 月７日に各位にお渡しします。
６）
同封の申込用紙ファックスでお申込み下さい。
JTCC のホームページからも申し込みできます。
先着 90 名様をもって締め切らせていただきます。入金を確認次第、受講票をお送りします
７）東京、名古屋、大阪、福岡で講習会を催します。詳細はホームページをご参照ださい
JTCC 繊維 検索 TEL 問合せ先：03-5643-5112、052-231-3043、06-6484-6506
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平成 30 年度 TES 受験講習会カリキュラム（大阪会場）
会場：大阪産業創造館
月/日
時間 [試験科目] 【カリキュラム番号１～20】 JTCC テキスト№1～16
4月7日
（土）
５階 AB
4 月 14 日
（土）
５階 AB
4 月 21 日
（土）
５階 AB
（午前午

09:30～10:00［全］
10:00～12:30 [１]
13:30～14:30 [１]
14;40～16:50 [１]

１．オリエンテーション＆演習問題提示・事例 3 問、論文 1 問
２．繊維の種類と性質
３．糸の種類･製造･性質
４．布地等の種類･製造・性質

09:30～12:00
13:00～15:00
15:10～16:40
09:30～11:20
11:20～12:10
13:00～14:10
14:20～16:50

５．染色加工
６．衣料品の企画･設計･製造
７．品質管理と品質保証
８．消費性能・人体の生理と衣服・試験法
９．消費者行動と調査方法
10．消費者問題・政策、経済の変化と衣料の流通
11．苦情事例解析Ⅰ（共通）発生原因と処理手順
7 分類と教材の一覧表、及び 演習（40 分）

[１]
[Ⅱ]
[Ⅱ]
[Ⅱ]
[Ⅲ]
[Ⅲ]
[Ⅳ]

後）

6階E

☆ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ提示 ABC3 問より 1 問を選択し解答用紙に答える

（午後）

採点・コメントした各自の答案を 5/12 各自に返却・解説する

5 月 12 日
（土）
6階E

09:30～11:30 [Ⅳ]
12:20～14:20 [Ⅳ]

14:20～16:20 [Ⅳ]

5 月 19 日
（土）
5 階 AB

5 月 26 日
（土）
6階E

☆16:20～16:50
09:30～12:00 [Ⅴ]
13:00～14:00
14:10～15:40 [Ⅲ]
15:50～16:20 [Ⅴ]
☆16:20～16:50
09:30～9:50
＜注意事項・準備＞

12．苦情事例解析Ⅱ品質苦情の事例＆演習 A.解説
①（１．損傷、６．安全・衛生、７．表示）
13．苦情事例解析Ⅱ品質苦情の事例＆演習 B.解説
②（２．外観・形態変化、３．風合い、光沢
変化、５．加工の機能性低下）
14．苦情事例解析Ⅱ品質苦情の事例＆演習 C.解説
③（４．色の変化）
☆事例①②③演習答案コメントの Q＆A
15．論文の書き方
論文作成演習 （60 分）
16．衣料品の消費と消費者苦情・環境問題
17．論文演習の速評 （各自の答案を採点・コメントする）
☆共通する注意点指導と Q＆A、及び予想５テーマ提示

講師
後藤淳一
向山泰司
松永伸洋
安部正毅
小林（徳永）
米田（上田）
住吉（藤田）
松尾 繁
松尾 繁
金田哲郎
橋詰 久

米田（上田）
中西（藤本）

安部（徳永）

上田（後藤）
金田哲郎
後藤、松尾、相馬
上田、橋詰、米田

TES の本試験 7/15 と同じ要領での模擬試験を行う、
☆ⅠⅡⅢ終了時に正解を手渡す 各自復習、6/9 採点・解説する
☆ⅣⅤ終了時に解答の一例と解説書を手渡す、答案をコピー後に
返却、6/9 採点・添削答案を返却し、詳しい解説を行う

09:50～10:50
11:00～12:00
12:50～13:50
14:00～15:00
15:10～16:10
☆15:10～16:50

18．模擬試験（基礎科目 Ⅰ）
18．模擬試験（基礎科目 Ⅱ）
18．模擬試験（基礎科目 Ⅲ）
19．模擬試験（事例解析 Ⅳ）
20．模擬試験（ 論文
Ⅴ）
☆6 階 C
☆事例・論文の答案の返却と Q＆A
☆採点・添削答案の返却。詳しい解説と要点復習
６月 9 日
09:30～10:30
18．模試解説（基礎科目 Ⅰ）
（土）
10:30～11:30
18．模試解説（基礎科目 Ⅱ）
6階E
11:30～12:30
18．模試解説（基礎科目 Ⅲ）
13:30～15:00
19．模試解説（ 事例
、B、C ）
Ⅳ A、
15:10～16:10
20．模試解説（ 論文
Ⅴ ）
☆6階C 15:10～16:50
☆ 模試解説および添削答案に関する Q&A
註１．講師の都合により、講師を変更することがありますがご了承ください。
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松永、米田、松尾
後藤

向山
松尾
金田
米田、中西、安部

上田
松永、橋詰、後藤

平成 30 年度 TES 受験講習会（大阪会場） パンフレット
〔主催〕一般社団法人 日本繊維技術士センター（JTCC）
〒541-0051 大阪市中央区備後町 3 丁目 4 番 9 号 輸出繊維会館 6 階
TEL06-6484-6506
FAX06-6484-6575 E-Mail jtcc＠nifty.com

〔コース別のカリキュラム＆受講料〕
コース

A
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

【試験科目Ⅰ～Ⅴ】
標準コース
ⅠⅡⅢⅣⅤ
事例・論文コース
ⅣⅤ
基礎科目コースⅠⅡⅢ
事例コース
Ⅳ
論文コース
Ⅴ

【講習会カリキュラム番号１～20】
１～20 （全て）
１、11～17、19、20、
１～10、16、18、
１、11～14、19、
１、15～17、20、

受講料（￥）

52,500
31,500
31,500
21,000
21,000

〔申込み方法〕参加を希望される方は、同封の用紙・ファックスにてご連絡下さい。
JTCC のホームページからも申し込みできます。
＊同封の郵便振替用紙にて入金下さい。郵便振替口座№00990-6-134918 JTCC 教育活動委員会
＊振込取扱票の払込金受領証を以って領収書に変えさせていただきます。受講票をお送りします。
講習会では JTCC 編纂のテキストを使用します。このテキストは第 1 日目にお渡しします。(費用
は受講料に含まれています。なお、第 1 日目を欠席の方は事前に連絡をいただければ郵送します)
参考書としての日本衣料管理協会の教本は下記の通りです。
★印は準備されることをお勧めします。
申込み宛先
（社）日本衣料管理協会
Tel. 03-3437-6416
Fax. 03-3437-3194
住所：〒105-0011 東京都港区芝公園 2-11-13-205
繊維製品の基礎知識シリーズ（新訂３版）

¥ 5,600

★改訂 繊維製品の品質苦情ガイド

¥ 2,500

★試験問題集（註：過去５年分の問題と解答）

¥ 2,300

〔TES 受験講習会：会場〕
大阪産業創造館

〒541-0053 大阪市中央区本町１丁目 4 番 5 号
電話 06-6264-9800（代） fax06-6264-9889
地下鉄堺筋線堺筋本町駅
⑫番出口より徒歩 7 分(右図)
（地下鉄御堂筋線本町駅⑦番出口より徒歩 15 分）

講師

プロフィール（50 音順）

安部 正毅

元 日本毛織（株）

中西 輝薫

ユニチカトレーディング(株)

上田 良行

元 (株)ワコール 品質保証推進部部長

橋詰 久

元 大阪染工(株)社長

金田 哲郎

元（株）ワコール

藤田 隆嘉

元 東洋紡（株）

後藤 淳一

元 ユニチカ（株）繊維加工開発部長

藤本 昌則

元 （株）デサント

小林 重信

元 帝人ﾌｧｲﾊﾞｰ(株)ﾃｷｽﾀｲﾙ技術ｾﾝﾀｰ長

松尾 繁

元 帝人（株）
・
（株）大丸

住吉 弘一

ゼットクリエイト（株）品質管理室室長

松永 伸洋

元ユニチカファイバー㈱生産開発部長

相馬 成男

元 （株）レナウン 生産技術グループ

向山 泰司

元 旭化成（株）繊維事業部門長補佐

徳永 純子

大阪染工（株）加工開発部 部長

米田 圭子

元 旭化成（株）ライニング研究所

日本ダム（株）

講師は全員が日本繊維技術士センター（JTCC）会員であり、各分野の専門技術士が担当し講義します。
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一般社団法人 日本繊維技術士センター（JTCC）本部事務所

FAX 06-6484-6575
＜JTCC ホームページからも申し込みできます＞

平成 30 年度 TES 受験講習会（大阪会場） 申込み書
受験コース（該当項目を○でかこむ）
A

B

C

D

E

ふりがな

氏 名

連絡先：〒
住所：
電話/ファックス：

勤務先：〒
住所：

会社名：
所属部署：
電話/ファックス：

＊上記情報は JTCC の教育講座以外の目的には使用しません。

受講料は、同封の郵便振替用紙で下記の郵便振替口座に入金ください
口座番号

００９９０－６－１３４９１８

加入者名

JTCC 教育活動委員会

（振込取扱票の払込金受領証を以って領収書に替えさせていただきます）
（入金を確認次第、受講票をお送りします）
下記を入金しました（□にチェックを入れてください）
（コース別の受講料を以って請求書に替えさせていただきます）
□ A コース（全コース）
・・・・・・・・・￥52,500
□ B コース（事例解析・論文）
・・・・・・￥31,500
□ C コース（基礎知識）
・・・・・・・・・￥31,500
□ D コース（事例解析のみ）
・・・・・・・￥21,000
□ E コース（論文のみ）
・・・・・・・・・￥21,000
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以上

