


色彩技能パーソナルカラー検定®

　試験日程・出願期間
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7 4（日） 出願期間：5 / 6（木）～ 6 / 4（金）
団体
受験

モジュール3 出願期間間：8 / 3（火）～ 9 / 3（金）10 3（日）共通

出願期間：5 / 17（月）～ 6 / 18（金）
個人
受験 7 2（金） 6（火）~

12 5（日） 出願期間：10 / 5（火）～11 / 5（金）
団体
受験

3 6（日）モジュール3 出願期間：2022年 1 / 14（金）～2 / 10（木）共通

12 3（金） 7（火）出願期間：10 / 18（月）～11 / 19（金）個人
受験 ~

NPO法人 日本パーソナルカラー協会（以下「当協会」とする）は、2001年に設立され、
全国に拠点を置き「パーソナルカラーの普及促進、活用分野の拡大、社会的
貢献」を目的として活動している団体です。
一般的にパーソナルカラーとは「その人と調和する色」「その人の魅力や好印
象を引き出す色」という意味で使われています。
当協会（JPCA）のパーソナルカラーは、一般的なパーソナルカラーに加え、
個性や美しさを演出することができる、オリジナルの「色彩効果」理論を用い
た実践的なアプローチです。この理論は、美容・ファッションをはじめとした
各業界から研修や商品開発の依頼が寄せられ、「信頼度の高い理論」として
注目を集めています。

色彩技能パーソナルカラー検定®とは

色彩技能パーソナルカラー検定®は、ファッションやネイル、メイクアップ等、
幅広いジャンルの仕事に活かせる当協会主催の色彩の検定です。
実践的な「色彩効果」を中心に学び、色の見分けに重点を置いた学習内容が
特徴です。

　検定基準
・表色系は「マンセル表色系」「PCCS」を採用しています
・パーソナルカラーの分類法としてフォーシーズン分類（春・夏・秋・冬）の
　基本的な理解を求めます



　個人受験
モジュール１・２の個人受験はCBT方式を導入いたしました。CBT方式とは、
問題用紙やマークシート用紙を使わずにコンピューターで受験する方式です。
試験会場は全国指定のテストセンターとなり、出願は CBT-Solutionsの
ウェブサイトにて行います。
【CBT方式試験の申込方法や当日についてのお問合せ先】
受験サポートセンター  TEL：03-5209-0553 (09：30～17：30 ※年末年始を除く)

　団体受験
団体や学校を会場とする団体受験も実施しております。
団体登録手続きは当協会にお問い合わせください。

　検定概要

個人受験 ： CBT方式
団体受験 ： マークシート

選択式（一部記述）

色彩技能認定試験
少人数のグループ制
モデルに対し試験官がテスト
カラーを用いて行う

試験方法

どなたでも受験でき
ます

モジュール1の合格者
※モジュール1と併願受験可能

モジュール1、2 両方
の合格者

試験資格

色彩基礎理論の初級程
度を理解していること

色の特性を理論的に識
別判断できること

パーソナルカラーの基本
的知識があること

指定条件の色と配色を
特定できること

モジュール1の範囲に加
え、色彩基礎理論を理
解していること

パーソナルカラーに役立
つ実践的な色を見分ける
技能および理論を理解し
ていること

指定された色に対し色彩
理論に基づいた特性を
見分けられること

モジュール2の内容に
加え、実際に色の属性
の見きわめができること

試験内容

7,000 円（税別） 8,000 円（税別） 11,000 円（税別）検定料

個人：指定のCBTテストセンター（全国 27カ所）
団体：団体指定の会場

東京・名古屋・大阪・福岡受験地

合格ライン 満点の70%前後。問題の難易度によって多少変動します

モジュール1

モジュール 1 ： 初級
モジュール 2 ： 中級
モジュール 3 ： 上級

モジュール 2 モジュール 3
併願受験可

60分 70分 70分 試験時間
グループ制のため
開始時間は受験票
にて通知します



出願方法と受験の流れ

当協会ホームページよりご請求ください。
1
STEP

資料請求

2
STEP

出願

出願はインターネットにて受け付けております。携帯電話の場合は裏表紙
のQRコードからホームページにアクセスできます。

　 モジュール1・2（個人受験）の場合
試験方法が CBT方式となります。（CBT方式については、前頁をご覧ください）
当協会ホームページよりCBT-Solutionsのウェブサイトをご案内してお
りますので、そちらよりお申し込みください。お支払い方法は、クレジット
カード払・コンビニ払・Pay-easyがあります。（コンビニ払い・Pay-easyの場合は、
支払期限を過ぎると自動キャンセルとなります）

【CBT方式試試験の申込方法や当日についてのお問合せ】
受験サポートセンター TEL：03-5209-0553 (09 :30～17:30 ※年末年始を除く) 

　 モジュール3の場合
当協会ホームページよりお申し込みください。お支払方法は、クレジット
カード払・コンビニ払・銀行振込があります。（コンビニ払・銀行振込の場合は、出願
締め切り日までに必ず入金を完了してください。入金がない場合にはキャンセルとなります）

※出願された方は、この検定ガイドに記載されたすべての事項について同意しているものと
　みなします。 
※一旦納入された検定料は理由の如何を問わず返金しません。また次回以降への繰り越し
　もできません。 
※試験会場に於いて本人確認を行うため、受験申込氏名は、証明書類と確認できるように
　本名をご記入ください。
※ 試験会場は出願締切り後に決定します。「受験票」にてお知らせいたします。
※お支払いの控えは、受験票が届くまで大切に保管してください。 
※振込手数料はご負担ください。

注意事項

3
STEP

　 モジュール1・2（個人受験）の場合
CBT方式での受験の場合、受験票の発送はありません。予約完了時の
確認メールにて試験日程・会場のご案内、および注意事項を明記してお
りますので、必ずご確認ください。

　 モジュール3及び団体受験の場合
試験日のおよそ10日前までに送付します。
試験日の 1週間前までに受験票が届かない場合、または受験票に記載
された住所・氏名に誤りがある場合は、検定事務局までご連絡ください。

受験票



※試験問題及び合否に関わるお問合せには、一切お答えできません。 
※合格証（認定証 )・認定バッジの再発行はできません。取扱には十分ご注意ください。

モジュール1 モジュール 2
パーソナルカラー
アドバイザー®バッジモジュール 3

試験日のおよそ1ヶ月後に合否通知を発送します。
合否通知（合格者には合格証、認定証）は封書で送付します。

5
STEP

合否通知 合格証の交付

成績優秀者・優秀団体  表彰

各検定において優秀な成績を修められた個人、団体に対して、賞状、トロフィー
を贈呈します。

4
STEP

試験

※不測の事態（台風・地震・感染症・その他の自然災害・ストライキ等）による試験会場確保
　 困難、停電または交通・通信物流の混乱等の事情により、検定試験を中止する場合があり
　 ます。中止のお知らせは公式ホームページに掲載いたします。
※検定試験を中止した場合の事後対応についてはその都度ご案内します。また、試験の中止
　 に伴う受験者の不便・費用（受験料を除く）・その他個人的損害については何ら責任を負
　 いません。
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モジュール3

モジュール3

7 4（日）団体
受験

10 3（日）共通

個人
受験 7 2（金） 6（火）~

12 5（日）団体
受験

3 6（日）共通

個人
受験 12 3（金） 7（火）~

出願期間：5/6（木）～ 6/4（金）

出願期間：8/3（火）～ 9/3（金）

出願期間：5/17（月）～ 6/18（金）

出願期間：10/5（火）～11/5（金）

出願期間：10/18（月）～11/19（金）

出願期間：2022年1/14（金）～2/10（木）



丸井麻衣さん

最初は学校の授業で学び始めたパーソナルカラーでしたが、今まで
なんとなく見ていた色や配色の印象に理論があることを知り、学校
で力を入れている作品作りに活かせると思い資格取得を目指しま
した。実際パーソナルカラーを学んでからは、自分の思い描いた印象
をより鮮明に表現できるようになりました。今後美容の仕事に就く
にあたり、お客様のなりたい印象や似合う色を提案できるよう、より
多くの知識を取り入れていきたいです。

東京マックス美容専門学校　美容科（2021年3月卒業予定）

「パーソナルカラー」の学びのきっかけは、今まで似合っていると思っ
ていた色が似合わない、なんだか冴えない…手持ちの服は全てそう
思うようになって色選びの迷子に陥った時でした。元々仕事柄、色の
知識は多少あったのですが、パーソナルカラーを学んでみて納得す
ることばかりだけでなく、色に対して新しい視点で今までとは違った
見方・捉え方もできるようになりました。きっと世の中には私と同じ
ような悩みを持っている方は沢山いると思いますので、今後は学ん
だ知識を活かし、そういった方達のお役に立ちたいと思っています。

栗田文緒さん

プロフィール：美大卒業後、グラフィックデザイン業で約10年間勤務した後に
起業し、現在はWebデザインが中心の仕事をしています。今後はさらにイメー
ジコンサルタント業務も広げていきたいと思っています。　

「モジュール3」の合格者には『パーソナルカラーアドバ
イザー®』称号が付与され、「パーソナルカラーアドバイ
ザー®認定証」と「認定バッジ」が授与されます。カラー
に関わる多業種において、パーソナルカラーアドバイス
ができる十分な知識と技能を持つ者として、NPO法人 
日本パーソナルカラー協会が認定する称号です。

資格取得者の声

パーソナルカラーアドバイザー®

パーソナルカラーアドバイザー ®の活躍分野
パーソナルカラーは主に「人」と「色」の調和を提案していますが、理論や色
を見分ける技能は、幅広い業種に応用できるものです。『色彩技能パーソナ
ルカラー検定 ®』を活かせる場はますます広がっています。

・販売の現場におけるカラーコンサルティング（衣服、靴、バッグ、眼鏡等）
・ブライダル・美容室・ネイルサロンにおけるカラーアドバイス
・フラワー・インテリア・店舗ディスプレイ等、住環境のコーディネート
・企業における商品企画（色彩提案）



「認定校」のご紹介

2020年度より、全国展開をするヘアメイクカレッジの9校舎全てに「色彩技能
パーソナルカラー検定®」を、必須取得検定として導入いたしました。総合学園
ヒューマンアカデミーでは、ヘアメイクに特化したカリキュラムを全国の校舎で
全て統一をしております。統一したカリキュラムの導入により、日本全国どこに
いても技術力を底上げし、高いクオリティの技術を持った状態で、学生を美容
業界へ輩出することを実現していきたいと思っております。
ヘアメイクという仕事には必ず『相手』がいて、ヘアーやメイクを提案し、それ
を施していきます。その際、必ず私たちは『色』を提案し、どのような色がその
人に合うのか、どのような色を使えば肌に合うのか、明るく見えるのか、印象
が変わるのか、などを理解することが必要です。理解していないということは、
自信を持ってヘアメイクを提案
できないことに直結してしまい
ます。施術者自身の不安を少
しでも取り除くため、また社会
に出た際に、自信を持って提
案できるようになるため、『色』
について勉強し理解すること
で、学生にもっとヘアメイクの
世界を楽しんでほしいという思
いで、全国校舎への導入を決
めました。技術だけでなく、色
も合わせて勉強することにより
プラスに作用し、作品撮影にも
役立てる事ができています。

• 仙台
•東京
• 横浜
•名古屋
•京都
•大阪
• 神戸
•広島
• 福岡

全国 9 校舎

総合学園ヒューマンアカデミーヘアメイクカレッジ



JPCAパーソナルカラーアナリスト®

JPCAパーソナルカラーアナリスト®は、当協会の登録商標で、パーソナルカラー
のコンサルティングを行うことを協会が公認した資格です。コンサルティング分野の
プロとして、他とは違うレベルの高さに定評があります。パーソナルカラーアナリ
スト®として開業したい方を始め、美容（ヘア、メイク、ネイル）や、ファッション（企画、
デザイン、販売）の仕事に従事する方など、多くの関連職種に活用できる資格
です。また、信頼できるとの理由で「パーソナルカラーアナリスト®」の紹介依頼も
増えています。資格取得後の教育制度も充実しており、活躍をサポートします。

モジュール 3 合格者「パーソナルカラーアドバイザー ®」のさらなるステップアップ
として、当協会では２つの専門資格の認定を行っています。１つは、パーソナルカ
ラー・コンサルティング分野のプロフェッショナルとしての「JPCAパーソナルカラー
アナリスト®」。もう１つは教育・研究分野のスペシャリストとしての「JPCA認定
講師」です。当協会では、これら専門資格の養成講座を開講しています。

協会が公認する専門資格

Module 3（上級）合格 ： 「JPCAパーソナルカラーアドバイザー ®」認定

教育・研究分野
（認定講師ライン）

コンサルティング分野
（カラーアナリストライン）

JPCA講師 JPCA
パーソナルカラーアナリスト® 

本部講師 本部
カラーアナリスト

色彩技能パーソナルカラー検定®の
指導者資格 パーソナルカラー分析診断に関する資格

Module 1（初級）合格 ： 合格証 授与

Module 2（中級）合格 ： 「JPCAパーソナルカラーアシスタントアドバイザー」認定





公式テキスト・関連商品 NPO法人日本パーソナルカラー協会監修

色彩技能パーソナルカラー検定® 公式テキスト
●モジュール1（初級）：￥2,000（税別）
●モジュール 2（中級）：￥2,000（税別）
協会発行

1

JPCAパーソナルカラー配色カード
●モジュール1・2 共通：￥1,700（税別）
●パーソナルカラー用のカラーカード 全96色収納
協会発行

4

配色ワークブック
●モジュール 1：￥1,600（税別）
●モジュール 2：￥1,800（税別）
※「JPCAパーソナルカラー配色カード」と「PCCS新配色カード199a」
　が必要です

協会発行／模擬問題・模範解答付

5

過去問題
●モジュール 1：￥1,200（税別）
●モジュール 2：￥1,600（税別）
協会発行／解答・解説付

6

色彩技能パーソナルカラー検定® 公式テキスト
●モジュール 3（上級）：￥5,000（税別）
●パーソナルカラー分析用テストカラー 47色
  （A4サイズ・紙製・裏面解説付）
●テストカラー収納用ビニールケース
●模擬問題収録（解答・解説付）

協会発行

2

モジュール1・2 併願受験教材セット
●６種類の教材セット：￥9,450（税別）
　・色彩技能パーソナルカラー検定®公式テキスト モジュール1（初級）
　・色彩技能パーソナルカラー検定®公式テキスト モジュール2（中級）
　・モジュール1配色ワークブック
　・モジュール2配色ワークブック
　・JPCAパーソナルカラー配色カード
　・PCCS新配色カード 199a

3

¥2,200
¥2,200

¥5,500

¥10,395

¥1,760
¥1,980

¥1,320
¥1,760

¥1,870



※①～⑥、⑧～⑫は、当協会取扱いのみとなっ
ております。※⑦は、書店での購入が可能です。
※発送手数料 ¥700（全国一律）がかかります。

モジュール 2 対応

モジュール１対応

モジュール 3 対応

協会ホームページよりお申し込みください購入方法

PCCS新配色カード 199a
● ￥850（税別）
日本色研事業（株）

7

パーソナルカラーのプロ用ドレープの決定版で、解説書付き。ドレー
プには番号が付いており、テストカラーの「赤 -1（春）」と「赤 -2（夏）」
を比較した場合の、色の属性による見え方の違いなどが解説されて
います。また、ドレープ各色の属性の分類についても記載しています。

●ドレープ100色：￥126,000（税別）
協会発行／解説書付

JPCA公式「パーソナルカラー・ドレープ 100」（診断用色布）9

「パーソナルカラー・ドレープ 100」からフォーシーズン診断に最低限必要な70色を厳選し1冊に再現

●全70色：￥3,600（税別）
協会発行／サイズ：6×16cm（見開き時 42.5×16cm）

JPCA色見本帳　10

パーソナルカラーコスメ
国内大手化粧品メーカー特注品の高品質化粧品。

●リップ（4種）：各￥1,500（税別）／アイカラー（2種）：各￥1,500（税別）／チーク（2種）：各￥1,000（税別）

12

白ケープ
パーソナルカラー診断の際に使用するケープ。服の色が邪魔にならず、ドレープがずれたり、落ちにくく
する目的で使用します。

● ￥1,600（税別）
サイズ：84×53cm／素材：綿 100％ (国内縫製 )

13

●「JPCA色見本帳」の4シーズン分冊版：各シーズン￥1,000（税別）
協会発行／「春」「夏」各17色、「秋」「冬」各18 色／「サイズ：5.2×15.5cm（見開き時 10.5×15.5cm）

JPCA色見本　11

色をそれぞれ一つの属性に特化して、比較できるように工夫されてい
ます。有彩色は「イエローベース、ブルーベース」の属性の違いと、「清
色、濁色」の属性が判断しやすく、明度は「明度」の属性だけの判断
がしやすいように、白・黒の他に 5 段階のグレイスケールで構成され
ています。お手持ちのドレープの補助としてもお使いいただけます。

●ドレープ23枚（有彩色16 枚、無彩色7枚）：￥23,000（税別）
協会発行／使用手引書・専用ケース付

パーソナルカラーのための「属性スケールドレープ®」8

¥25,300

¥138,600

¥3,960

¥1,100

¥1,650 ¥1,650 ¥1,100

¥1,760

¥770

¥935




