
令和 3 年 1 月 

                        （一社）日本繊維技術士センター

（JTCC） 

関東支部 

 

令和３年度 

繊維製品品質管理士（TES）受験・オンライン講座のご案内（東京会場） 

 

１．ＴＥＳ(繊維製品品質管理士)とは 

繊維製品品質管理士（Ｔextiles Ｅvaluation Ｓpecialist＝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。それらの製品の製造や販売を行う企業のなかで活躍するスペシャリストで

す。 

 

２．講座概要 

  1) 日時：講義･･･4/10（土）、4/17(土）、4/24（土）、5/8（土）、5/15（土） 

       模擬試験･･･5/22（土）  

模擬試験基礎科目解答解説･･･6/5（土） 

苦情事例解析＆論文解答の個別指導･･･6 月以降担当講師より個別連絡 

2) 方法･･･オンライン（当日は各講師が、JTCC関東事務所よりライブ配信） 

3) 使用ソフト･･･Microsoft Teams 

4) 受講準備･･･上記ソフトが受信可能な機器をご用意ください。 

        受講お申込みいただきました方の個人別アドレスをお知らせください。 

          団体の共有アドレス及び１アドレスで複数名受講もお断りしております。 

オンラインでの視聴に際しては、受講受付時に個別 IDとともに書面にて改めてご説明

させていただきます。 

尚、個別パスワードは受講料のお振込み確認後にご連絡させていただきます。 

受講当日は、受講日までにお知らせしますリンクからアクセスいただき、個別 IDと 

 パスワードで“講義会場に入室”していただく手順となります。 

 

３．受講料 

受験願書及び受講テキストは、JTCC より講義開始時までにご指定の連絡先宛に郵送します。 

 

TES教本：⽇本⾐料管理協会発⾏：各自で直接衣料管理協会にてご購入ください。 

繊維製品の基礎知識シリーズ（新訂３版） \ 5,610 

★繊維製品の品質問題究明ガイド（2冊組） \ 4,180 

★試験問題集（註：過去3年分の問題と解答） \ 1,980 

コース 内 容 講 座 No. 受講料 

A 標準コース ⅠⅡⅢⅣⅤ (1)～(20) 全て ¥52,500  

B 事例・論文コース ⅣⅤ (1)、(12)～(17)講義、(19)(20)模擬試験＆解説＆個別面談 ¥37,500  

C 基礎科目コース ⅠⅡⅢ (1)～(11)講義、(18)模擬試験＆解説 ¥31,500  

D 事例コース Ⅳ (1)、(12)～(15)講義、(19)模擬試験＆解説＆個別面談 ¥21,000  

E 論文コース Ⅴ (1)、(16)～(17)講義、(20)模擬試験＆解説＆個別面談 ¥21,000  



申込み先：（一社）日本衣料管理協会 TEL：03-3437-6416  FAX：03-3437-3194 

   http://www.jasta1.or.jp/qualification/qualification-tes.html 

４．スケジュール（講義 40～50 分ごとに小休憩が入ります。） 

月日 時間 
会

場 
テーマ 講師 

4/10（土） 

9:25～9:45(20) 

オ 

ン 

ラ 

イ 

ン 

講 

義 

(1) オリエンテーション（全体説明） 樋之口 孝子 

10:00～12:30 (150) (2) Ⅰ-1 繊維の種類と性質 溝口 隆久 

13:20～14:20 (60) (3) Ⅰｰ 2 糸の種類・製造と性質 JTCC 会員 

14:30～16:40 (130) (4) Ⅰｰ 3 布類などの種類・製造と性質 JTCC 会員 

4/17（土） 

9:30～12：00 (150） (5) Ⅰｰ 4 染色加工 杉山 和典 

13:00～15：00 (120) (6) Ⅱｰ 1 衣料品の企画・設計・製造 樋之口 孝子 

15:10～16:40 （90） (7) Ⅱｰ 2 消費性能・人体の生理・試験法 松田 みゆき 

4/24（土） 

9:30～11：00 (90) (8) Ⅱ-3 品質管理と品質保証 松田 みゆき 

11：10～12：40 (90) (9) Ⅲ-1 消費者行動と調査方法 樋之口 孝子 

13:30～15:00 (90) (10) Ⅲ-2 消費者問題・政策、経済、流通 新井 直樹 

15:10～16:40 (90) (11) Ⅲ-3 衣料品の消費、苦情、環境問題 樋之口 孝子 

5/8（土） 

9:20～10:30 (70) (12) Ⅳ 苦情事例解析Ⅰ（共通） 
樋之口 孝子 

10:40～11:40 (60) 事例演習問題解答・その後 Fax またはメールで JTCC 宛送付 

12:40～14:40 (120) (13) Ⅳ 苦情事例解析Ⅱ（損傷・安全衛生、表示） 尾上 正行 

14:50～16:50 (120) (14) Ⅳ 苦情事例解析Ⅱ（色の変化） 有瀧 宗重 

5/15(土） 

9:30～11:30 (120) (15) Ⅳ 苦情事例解析Ⅱ（外観・風合い・加工変化など） 樋之口 孝子 

12:20～14:50 (150) (16) Ⅴ 論文の書き方 

有瀧 宗重 15:00～16:00 (60) 論文演習問題解答・その後 Fax またはメールで JTCC 宛送付 

16:10～16:40 (30) (17) Ⅴ 論文演習の解説、Q&A 

5/22（土） 

9:30～9:50 (20) 
模擬試験に関する注意事項・準備 

（解答は全て Fax またはメールで JTCC 宛に送付） 

事務局 

9:50～10:50 (60) (18) 模擬試験（基礎科目Ⅰ） 

11:00～12:00 (60) (18) 模擬試験（基礎科目Ⅱ） 

13:00～14:00 (60) (18) 模擬試験（基礎科目Ⅲ） 

14:10～15:10 (60) (19) 模擬試験（苦情事例解析 Ⅳ） 

15:20～16:20 (60) (20) 模擬試験（論文 Ⅴ） 

6/4（金）までに 模試基礎科目解答は添削後にメールにて返送します。 事務局 

6/5（土 ） 

9:20～10:10 (50) (18) 模試解説（基礎科目Ⅰ） JTCC 会員 

10:20～11:10 (50) (18) 模試解説（基礎科目Ⅱ） 松田 みゆき 

11:20～12:10 (50) (18) 模試解説（基礎科目Ⅲ） 樋之口 孝子 

6/5 以降 個別に講師と日程調整 (19)(20) 模試解答個別指導（苦情事例解析・論文） 事務局 

http://www.jasta1.or.jp/qualification/qualification-tes.html


添削した解答を個別面談もしくは郵送 

 

 

５.申込み方法（申し込み期限３／２８（日）、定員：１００名・定員に達し次第締め切り） 

*** 令和３年度 繊維製品品質管理士（TES)受験講習会 申込書 *** 

受講者 ご氏名   

申込コース A B C D E 

講義及び受講料 
標準・全科目 事例・論文のみ 基礎科目のみ 事例のみ 論文のみ 

¥52,500 ¥37,500 ¥31,500 ¥21,000 ¥21,000 

受講コース（✔入れてください）           

連絡先 

 

会社 

Or 

ご自宅 

会社ご住所 〒  

会社電話番号 TEL：                      FAX：  

会社メールアドレス   

所属企業・団体   

所属部署   

ご自宅住所 〒  

ご自宅電話番号  TEL：                      FAX：  

ご自宅メールアドレス   

講義当日の緊急連絡先 ☎ 📳   
 

申込書にご記載の個人情報は本講座に関する管理以外の目的には使用しません。 

 

下記（■）の事項に同意いただけない場合は、参加をお断りいたします。 

■ 講義の録音・録画、転送ならびに講義中の画面などの撮影をしない。 

■ お申込みいただいた方のみが視聴する。 

上記内容に（ ・ 同意する        ・ 同意しない ） 

 
       

受講料お支払方法 下記の金融機関にお振込ください。 

お振込み期限：3/31（水）とさせていただきます。 

銀行名・支店名 口座 口座番号 口座名 

三菱 UFJ 銀行 

堀留支店(322) 
普通口座 106454 

一般財団法人 

日本繊維技術士センター 

関東教育 

 

振込書控えをもって領収書とさせていただきます。 

領収書及び請求書をご希望の方は、別途、JTCC関東事務所あてにご連絡ください。 

上記、申込書にご記入の上、ご都合のよい方法でお申込みください。 

※講義順序と講師は都合により変更になる場合があります。変更の場合は事前にお知らせします。 

B~E コースの方は（１）オリエンテーション出席は必須ではなく、希望される方のみの任意です。 



・JTCC 関東 FAX：03-5614-0103 ・JTCC 関東メール： kanto@ml.jtcc.or.jp 

・JTCC ホームページ（ https://jtcc.or.jp/ ）からも申し込めますのでご利用ください。 

 

６．講師プロフィール 

 

溝口 隆久 元旭化成、JTCC会員 

有瀧 宗重 元東洋紡、(一財)ニッセンケン品質評価センター、JTCC会員、日本技術士会会員 

杉山 和典 旭硝子(株)化学品カンパニー、JTCC会員、日本技術士会会員 

松田 みゆき (株)ドーム、JTCC会員、日本技術士会会員 

新井 直樹 元帝人(株)、JTCC会員,日本技術士会会員 

尾上 正行 元神奈川県産業技術センター、JTCC会員、日本技術士会会員 

樋之口 孝子 元(株)ユニクロ、JTCC会員、日本技術士会会員、 

面談指導講師 JTCC関東支部所属の技術士（面談当日紹介） 

 

８．問い合わせ先： 

JTCC関東支部事務所 

月・火・水・金に数時間、JTCC関東支部会員が駐在していますが常勤事務所ではござい

ませんので、不在の場合はメールでのお問い合わせをお願いします。 

折り返しご連絡をさせていただきます。 

溝口・松嶋・有瀧・樋之口： 

 E-mail：jtcc-kt@nifty.com   

TEL：03-5643-5112    FAX：03-5614-0103 

 

 

 

 

令和 3 年度の繊維製品品質管理士（TES）の本試験・受験申込などについては、 

下記へお問い合わせをお願いします。 

  

一般社団法人 日本衣料管理協会 

   〒105-0011 東京都港区芝公園 2 丁目 11-13 

      http://www.tes-shikaku.jp/ 

      TEL：03-3437-6416 

mailto:kanto@ml.jtcc.or.jp
https://jtcc.or.jp/
mailto:jtcc-kt@nifty.com
https://www.bing.com/local?lid=YN5286x10697402309497479411&id=YN5286x10697402309497479411&q=%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%a1%a3%e6%96%99%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%8d%94%e4%bc%9a&name=%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%a1%a3%e6%96%99%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%8d%94%e4%bc%9a&cp=35.654090881347656%7e139.7523651123047&ppois=35.654090881347656_139.7523651123047_%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%a1%a3%e6%96%99%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%8d%94%e4%bc%9a
http://www.tes-shikaku.jp/

