


試験内容

はじめに
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®は2004年より実施され
ている、最も歴史あるパーソナルカラーの検定試験です ｡
ファッションやネイル、メイクアップ、デザイン等、幅広い
ジャンルの仕事に活かせます。
当検定は、モジュール1から3まで順番に受験する単位制
で、モジュール1と2は併願受験が可能です。モジュール 3
の受験には、モジュール1と2の両方に合格していることが
条件となります。
表色系は一般的に広く使われている「マンセル表色系｣
｢PCCS」を基準とし、実践的な「色彩効果」を中心に学び､
四属性（色相・明度・彩度・清濁）による色の見分けに重点
を置いた学習内容が特徴です。パーソナルカラーの分類法
としては、フォーシーズン分類（春・夏・秋・冬）を採用して
います。

色彩技能
パーソナルカラー検定®

パーソナルカラーに必要な色の基礎知識と、
色を見分けるポイントを習得
実践的に「色を見分ける」ための目の訓練を行います。色彩及びパーソナル
カラーの入門として色を見極めるための条件や色の属性、色のものさしや
色彩の心理効果、配色技法についての基礎理論を学びます。

モジュール１（初級）

・ 「色彩技能パーソナルカラー検定®モジュール1（初級）」公式テキスト
　及びその応用範囲
・色彩理論の初級程度を理解していること
・色の特性を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

出題範囲

色を扱うプロとして、仕事に毎日使える知識を習得
実際に色を見分けるために必要な色彩技能の総仕上げを行います。色を扱
うプロフェッショナルとして必要な知識とコミュニケーションのための語彙
を習得し、色彩に関する専門知識を持たない方々にも、分かりやすく伝え
られるようになります。

モジュール 2（中級）

・ 「色彩技能パーソナルカラー検定®モジュール２（中級）」公式テキスト
　及びその応用範囲
・色彩理論の中級程度を理解していること
・指定された色に対し、色彩理論に基づいて特性を見分けられること
・パーソナルカラーに役立つ、実践的な色を見分ける技能及び理論を
　理解していること

出題範囲

モジュール 3（上級）

色の属性の複合的な違いが、実際の顔の
見え方にどのような影響を与えるかを習得
より微細な色の違いを見分ける技能を習得します。さらに、様々な色を顔
の下に当てた際の顔の見え方の違いから、テストカラーの色の属性を確認
できるようにステップアップします。また、実務において、お客様の要望す
るイメージを的確にとらえた色選択が行える技能、商品の特性と色の関係
性などを学びます。

・ 「色彩技能パーソナルカラー検定®モジュール3（上級）」公式テキスト
　及びその応用範囲
・指定の条件に沿った色を的確に選ぶことができること
・顔の見え方の違いから、テストカラーの色の属性を確認できること
・指定されたイメージワードの色を的確に選ぶことができること
・色からイメージワードを解答することができること

出題範囲



　個人受験
個人受験は全てのモジュールにおいて、CBT方式を導入いたします。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。コンピューターのモニター環境による色の差異を考慮し、当日
は紙製のカラーチャートが配られますので、全ての受験者が同じ環境で受験
することができます。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。
詳しくは、当協会ホームページにてご確認ください。
【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。

　試験日程・出願期間

● 個人情報保護方針（プライバシーポリシー）について
当協会は、多くの個人情報を取り扱う法人として、個人情報の
適切な保護と取扱いが重要なテーマであると認識し、個人情報
保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）を定め、これ
を実行いたします。

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ：
NPO法人 日本パーソナルカラー協会
● Tel：03-6434-0013   ● Fax：03-6434-0014
● E-mail：info@p-color.jp

個人情報の利用目的：当協会にご提供いただいた個人情
報は、『色彩技能パーソナルカラー検定®試験運営』およ
び『検定会員制度』『団体登録制度』『セミナーおよびイベ
ント案内』『成績優秀者・成績優秀校の発表』の目的の
範囲内でのみ利用いたします。
個人情報の第三者への提供：ご提供いただいた個人情報
は、次のa~dの場合を除き第三者に開示または提供いたし
ません。
a.ご本人の同意が得られた場合  b.個人情報に関する機
密保持契約を締結している業務委託会社に対して、上記
目的の達成に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託
する場合  c.統計的なデータとして、個人を識別できない
状態に加工した場合  d.法令上の義務や公衆の生命、財
産、健康等の重大な利益を保護するために必要な場合  
開示請求等の手続き：当協会では、個人情報の開示・訂正・
利用停止等のご請求について、適切かつ迅速な対応を行
うよう努めます。本基本方針は、社会情勢や経営環境等
の変化により、変更する場合があります。その結果は当協
会のインターネット・ホームページ等に掲載し、いつでも
閲覧可能な状態にします。

1. 

2.

3. 

　検定概要

個人受験 ： CBT方式

団体受験 ： マークシート
試験方法

試験資格

7,700 円（税込） 8,800 円（税込） 12,100 円（税込）検定料

受験地

60分 60分70分試験時間

合格ライン

個人：全国にある指定のCBTテストセンター

団体：団体指定の会場

満点の約 70%（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 2 モジュール 3
（初級） （中級） （上級）
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どなたでも受験可能 モジュール1の合格者 モジュール1、2 両方
の合格者

併願受験可
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試験日程2024年 出願期間

テストセンター（イメージ）



　 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。

　 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。

受験票

出願

出願はインターネットにて受け付けております。
上のQRコードからホームページにアクセスできます。

　 個人受験の場合
試験方法は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・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１・モジュール２の併願受験について
併願受験の方は、モジュール1、モジュール 2両方をお申込みください。
モジュール1の申込みがない、または不合格の場合は、モジュール2試験
が合格点数を満たしていてもモジュール2の合格は認められません。

※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。
※試験申込期間後の変更・キャンセルは、いかなる理由であっても一切できません。受験料
　の返金や、次回以降への繰り越し、受験資格を譲ることなどもできません。
※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
　本名でお申込みください。

注意事項

2
STEP

3
STEP

成績優秀者・優秀団体  表彰
各検定において、優秀な成績を修めた個人、団体に対して、賞状、トロフィーを贈呈
します。

出願方法と受験の流れ

当協会ホームページの「お問合せ」よりダウンロード
または、ご請求ください。

1
STEP

資料請求 試験当日4
STEP

個人受験の試験は、お申込みの際に選択した検定会場（テストセンター）
にて行われます。受験時刻の 30～5分前に入場が可能です。会場では、
色彩技能パーソナルカラー検定®以外の他の試験も実施しておりますので、
予めご了承ください。また、当日は必ず「本人確認証」をお持ちください。
※ 地震・台風・大雨等による大規模な災害の発生や、それに伴う公的機関による警報が発令された
　 場合、試験実施が難しいと判断し中止する可能性があります。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。

試験日のおよそ 5 週間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。

合否通知 合格証の交付5
STEP

　 ホームページでの合格発表について
個人受験（CBT方式）の場合は、受験期間最終日から約2週間後、当協会
のホームページにて合格者の「ログインID」を発表します。ログインIDは、
CBT試験終了時に印刷する「試験終了レポート」の受験者氏名に併記され
るRSVから始まる番号です。「試験終了レポート」は全受験者に配布されま
すので、必ず持ち帰り大切に保管してください。
ホームページでの合格発表から約3週間後、合否通知（合格者には合格証、
認定証）を送付します。
※ マイページにログインする際に使用するログイン IDとは異なります。
※ 紛失した際のログイン IDや、合否に関するお問合せには、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 モジュール 3



「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、色彩効果の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。 ※認定バッジはデザイン変更予定

パーソナルカラーアドバイザー® 「認定校」のご紹介

ベルェベル美容専門学校は、大阪・神戸・熊本に姉妹校をもつ、美容・ブライ
ダル・メイク・エステ・ネイルのプロフェッショナルを育成する専門学校です。
学びの場は多岐にわたり、学内だけでなく地域のイベントや企業とタイアッ
プしたプロジェクトなど学外でも技術披露の機会を設けるなど、実践教育に
よる即戦力の育成を行っています。
現場で本当に役立つ力が身につくよう資格・検定を選定し、高い水準での
取得を実現しています。美容・ブライダル・メイク・エステ・ネイルそれぞれ
の業界でカラーに関する提案を行う場面は多く、色彩技能パーソナルカラー
検定®を導入することで、カラーに関する理解や知識を深め、提案力の高い
人材を育成できると考えております。

学校法人ロイヤル学園

　合格者の声

原野亜紀さん

最近、カラーに関する用語をSNSなどでよく目にします。沢山
の方がパーソナルカラーを取り入れている今の時代に、色彩
技能パーソナルカラー検定®を取得し、お客様に似合うヘア
カラーの提案や具体的な説明ができることは、私の強みに繋
がり美容師として成長できると感じます。

学科：美容科　2023年3月卒業予定
進路：プロフェッショナルアカデミー科へ進学

大橋りえさん

色彩技能パーソナルカラー検定®を勉強する中で、自分に合う
色や印象がよく見える色が分かるようになり、以前よりも色の
見分けが出来るようになりました。将来は、お客様一人ひとり
に寄り添ったカウンセリングで、お客様の意見も取り入れな
がらヘアカラーの提案をしていきたいです。

学科：美容科　2023年3月卒業予定
進路：プロフェッショナルアカデミー科へ進学

認定証

　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）

イメージコンサルタントとして活動する上で、もっと正確な知
識を身に付けてお客さまにアドバイスをしたいと思い、資格取
得を目指しました。私自身パーソナルカラーを知る事で自己理
解に繋がり、ファッションやメイクが一段と楽しくなりました。
今後も、そのパーソナルカラーの魅力を多くの方々にお伝え
し、自身の外見の魅力を知ることで内面から輝く人を増やして
いきたいと思っています。

川野彩恵さん

イメージコンサルタント

ファッションやメイク以外の分野でもパーソナルカラーが
注目される中、私は眼鏡デザイナーとして色についての知識を
より広げたいと思い、パーソナルカラーの勉強を始めました。
眼鏡のデザインやカラーはその人の印象を左右し、TPOやシー
ンで使い分けが求められるなど、重要な要素だと思います。
パーソナルカラーの知識を活かしてデザインの可能性を広げ、
皆さんに楽しんでもらえるような眼鏡を作っていきたいです。

中川真純さん

(株)サンリーブ 企画部 眼鏡デザイナー

　資格取得者の声

認定バッジ



モジュール 3 （上級）合格後の更なるステップアップの道として、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、教育・研究分野のスペシャリスト
「JPCA講師」。もう１つは、コンサルティング分野のプロフェッショナル「JPCA 
パーソナルカラーアナリスト®」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

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 3（上級）合格 ： 「JPCAパーソナルカラーアドバイザー®」認定

Module 1（初級）合格 ： 証書授与

Module 2（中級）合格 ： 証書授与

JPCA講師

JPCA講師は、色彩技能パーソナルカラー検定®の指導者として協会が公認した
資格です。自身のサロン、専門学校、大学などでの学習指導の他、カラーに関す
る企業研修や、セミナー講師として活躍し、商品開発などにも携わっています。
さらに、色彩に関する研究活動も行っています。現在、国内及び海外（韓国、台湾、
香港、タイ、イギリス）で、約250名の講師が活躍しています。当協会ではスキル
アップのための研修を活発に行うなど、JPCA認定講師の活躍しやすい環境づく
りにも力を注いでいます。

＜専門分野チェックリスト＞
下記の質問で自分にあてはまるものを「はい」でチェック。
チェックマークの多かった方の資格取得から目指してみてはいかがでしょうか。

人が喜ぶ顔を見るのが好き

たくさんの人にきれいになってもらいたい

自分なりの「美」を追求したい

一人一人と丁寧にコミュニケーションするのが得意

美しいものを見たり聴いたりすることが好き

JPCAパーソナルカラーアナリスト®

JPCA講師
知識を深めることや新しい理論を知るのは楽しい

人にものを教えることが好き

自分から何かを発信したり、伝えたりすることが得意

人が成長する瞬間、育つ姿を見るのが好き

人前でもあまり緊張しないほうだ

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
分析診断など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。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として、美容系（ヘア、メイク、ネイル）
や、ファッション系（企画、デザイン、販売）の仕事に従事している方など、多くの
関連職種に活用できる資格です。また、各業界から「信頼できるパーソナルカラー
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、
実力をつけることができます。

パーソナルカラー分析診断 診断後のカウンセリング

学校での学習指導や企業研修 商品企画の監修



公式テキスト・関連商品 ※価格は全て税込価格です

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
 協会発行

1

※　   ～ 　  、　     ～ 　  は、当協会取扱いのみとなっております。 
※　 は、書店での購入が可能です。
※発送手数料￥770（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

●ドレープ 116色
　￥160,600
色の四属性や最も認知度の高いフォーシー
ズン分類（春・夏・秋・冬）に対応している、
JPCA公式パーソナルカラー分析診断用ド
レープです。付属の解説書ではドレープの
構成・特徴・使い方について分かりやすく
解説されています。

JPCA公式パーソナルカラー・ドレープ（診断用色布）
協会発行 ／ 解説書付

8

●全 80 色
　￥3,960
「JPCA公式パーソナルカラー・ドレープ」から
80色を選定し、1冊に収録。お似合いの色が
春と冬のように 2シーズンにまたがる方も、
4シーズンが収められたこの一冊で対応可能
です。

JPCA色見本帳
協会発行 ／ サイズ：6×16cm（見開き時 42.5×16cm）　

9

●モジュール 1（初級）
　￥2,200

●モジュール 2（中級）
　￥2,200

モジュール1・2 併願受験教材セット2

●６種類の教材セット
　￥10,395 ※Web限定価格
＜セット内容＞
・ 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

配色ワークブック
協会発行 ／ 模擬問題・模範解答付

4 過去問題
協会発行 ／ 解答・解説付

5

●モジュール 1
　￥1,760

●モジュール 2
　￥1,980

●モジュール 1
　￥1,320

●モジュール 2
　￥1,760

※「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

PCCS新配色カード 199a
日本色研事業（株）

6

●￥935

●ドレープ 24枚
　￥25,300
色を四属性（色相・明度・彩度・清濁）のそ
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。
モジュール１（初級）からモジュール３（上級）
の学習にも、ドレープ（色布）を使って顔の
変化を確認し、実習することができます。
「JPCA公式パーソナルカラー・ドレープ」
に加えてお使いいただけます。

パーソナルカラー  属性スケールドレープ
協会発行  ／ 使用手引書・手提げバッグ付

7

1
6

5

JPCAパーソナルカラー配色カード
協会発行

3

●モジュール 1・2・3 共通
●パーソナルカラー用のカラーカード 全 96 色収納
　￥1,870

●モジュール 3（上級）
●パーソナルカラー分析用テストカラー 64 色付き
　（B5 判／素材：ユポ／紙製の専用ケース付き）
　￥6,600 ※Web限定価格（定価 ￥7,700）
※「JPCAパーソナルカラー配色カード」が必要です

7 9



パーソナルカラー関連事業のご案内

個人向けパーソナルカラー診断

パーソナルカラー関連事業のご案内

プロセスと結果が分かりやすい、
納得のパーソナルカラー分析診断を受けてみませんか？
2021年7月より東京都渋谷区に、協会運営のパーソナルカラー分析診断専門
サロン『JPCA SALON』をオープン致しました。協会認定のJPCAパーソナ
ルカラーアナリスト®が診断いたします。初めての方はもちろん、今までパー
ソナルカラー診断を受けたり、ネットや雑誌で自己診断しても結果がしっく
りこないと感じている方、これから色彩技能パーソナルカラー検定®の受験
やパーソナルカラーをお仕事にされたい方など是非、JPCAのパーソナルカ
ラー分析診断を体験してみてください。

サロンのメニューやご予約などの詳細は、
ウェブサイトをご覧ください。
（予約サイト：https://reserva.be/jpcasalon）

パーソナルカラー分析診断 ポイントメイク

研修・セミナー
ご依頼に応じ、カラーに関連するセミナーを全国で開催しています。
内容・日程・金額・対象者などお気軽にお問い合わせください。

会　　費

会　　期

入会資格

入会手続

入会特典

入会金：¥3,000／年会費：¥3,000
※年会費は前納（4月～翌年3月分）とさせていただきます。

毎年 4月１日～翌年3月31日までの１年間
※途中入会された場合でも、翌年3月31日までとなります。

協会の活動にご賛同いただける方であれば、
どなたでもご入会いただけます。

協会のホームページからお申込みいただけます。

１） 協会の情報誌『JPCA NEWS』を無料でお届けします。
２） 協会主催セミナーに会員料金で参加できます。
３） 協会及びパーソナルカラーに関する最新情報の配信を受けられます。
４） 総会での議決権があり、協会運営にも参画できます。

個人正会員募集
パーソナルカラーに興味がある、将来関連の企業等で働きたい、すでに資格
を持って色彩の分野で活動している方など、誰でも入会できるのが「個人
正会員」です。パーソナルカラーの最新情報に接したり、協会主催のイベント
やセミナーに会員価格で参加できるなど、学生の方から一般、専門家の方々
まで、どなたでも入会できますので、パーソナルカラーの情報交換の場とし
てご利用ください。※法人正会員、賛助会員については、お問い合わせください。

パーソナルカラー診断イベント
協会認定の JPCAパーソナルカラーアナリスト®によるパーソナルカラー
診断イベントを全国各地で開催しています。

JPCA NEWS



当協会は文部科学省が推奨する自己評価を行っています

NPO法人 日本パーソナルカラー協会
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-1-1 PMO渋谷Ⅱ 401
TEL：03-6434-0013    FAX：03-6434-0014
Mail：info@p-color.jp　  
URL：https://www.p-color.jp/


