
✔カラーコーディネーター検定試験講師認定制度について

認定講師のご紹介

✔認定講師の方へ

＜東京商工会議所認定講師 担当事務局＞
E-mail : palette@tokyo-cci.or.jp

東京商工会議所では、カラーコーディネーター検定試験受験対策セミナーや、その他検定に関わる

セミナーの講師を務める実力を持ち合わせた指導者を認定し、色彩の幅広い普及活動を支援するた

めに、「カラーコーディネーター検定試験講師認定制度」を設けています。
認定者は、検定試験合格者を対象に、過去の指導実績の他、講座の受講やテスト、授業演習を盛り
込んだ数日間の養成&認定講座を経て認定された、十分な知識と指導力を持ち合わせた方々です。

東京商工会議所では、認定講師をご紹介しています。認定講師は、十分な知識と指導力を持ってい

る方々です。色彩に関わる講座の講師や書籍の執筆などの人材をお探しの方は、お問合せくださ

い。

＜認定講師連絡先について＞
認定講師の連絡先は、本人の許可を得て掲載しています。この紹介を通じて発生した取引等につき

ましては、東京商工会議所は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。 プロフィールにリ

ンクしない認定講師への連絡は、 東京商工会議所認定講師担当事務局までお問合せください。

（順不同・敬称略）

ご登録内容に変更のある場合は、件名に「認定講師登録内容変更」と入力し、氏名・変更内容（変

更前・後）を明記のうえ、東京商工会議所認定講師担当事務局までご連絡ください。
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東京
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東海

近畿

中国・四国
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（順不同・敬称略）

稲垣　有美子　　 　＞

・市川 奈緒子
・渡辺 裕子

・丸山 眞澄
・

・平良 さつき

片岡　うさぎ　　　　　　　＞

・大澤 慶子

井上　幸子　　 　　＞ 岩井　紀子　　 　　＞

・萱間 一文　　・桑原 千鶴子　　・濱 詠子 ・森 恵美子

片岡　美江　　 　　＞

・小池 久子　　・半田 三千代

山田　昌美　　 　　　＞

水科　智美　　 　　＞ 安岡　義彦　　 　　　＞

・関根 裕恵　　・安井 万恵

垣田　玲子　　 　＞ 窪　淑子　　 　＞ 橋本　実千代　　 　＞

・大澤 裕美
・桜井 輝子

・新居 いく子
・酒巻 明美
・山田 節子

・熊谷 佳子
・しのだ みほ

・小迫 由里加
・神宮 彩子

・小谷　陽子
・須藤 理恵

・齋藤 健
・田中 陽介
・・

・金高 薫　　・狩野 絵美　　・近藤 正憲　　・園田 亜紀子　　・田鎖 陽子　　・遠山 令子

・豊田 静香 ・中嶋 淳子 ・新美 浩二
・

・新美 木綿子
・



履歴

著書

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

私は若い頃からいろいろな趣味を持ち、特に茶道、華道、フラワーアレンジメントなどは長年続けてきまし

た。何事においても色がもたらす効果、色の重要性を感じましたので、色についてさらに専門的に勉強してみ

たいという思いが強くなりました。
そこで、まず2・3級の検定試験にチャレンジし、各分野の1級まで取得しました。勉強すればするほど新しいこ
とに出会う楽しさがありましたので、さらに理解を深めるため、草木染め、パーソナルカラー、テーブルコー

ディネートなどについても学びました。色を中心軸とする世界がどんどん広まっていくことは実に楽しく、こ

の楽しさを多くの方にも伝えたいと思うようになり、認定講師の資格にもチャレンジしました。

認定講師の資格取得後は、理美容、インテリア、建築設計などの専門学校の色彩学の授業を依頼されたり、フ

ラワーアカデミー、区民センター、商工会議所など各種団体主催の色彩セミナーの講師を依頼されたり、さら

には、書籍の執筆にも恵まれました。
これからも、多くの方々に色を学ぶ楽しさをお伝えできれば幸いです。

・『一発合格！カラーコーディネーター２級　完全攻略テキスト&問題集』（ナツメ社）
・『一発合格！カラーコーディネーター３級　完全攻略テキスト&問題集』（共著・ナツメ社）
・『色で巡る日本と世界　くらしの色・春夏秋冬』（編著・青幻舎）

・『配色の教科書　歴史上の学者・アーティストに学ぶ「美しい配色」のしくみ』（共著・パイインターナショナル）

・『スピード合格！カラーコーディネーター【スタンダードクラス】テキスト＆問題集』（ナツメ社）

・『スピード合格！カラーコーディネーター【アドバンスクラス】テキスト＆問題集』（ナツメ社）

授業では、なるべく多くの資料を使って実際に目で確認していただくよう心掛けています。時間が許す限り、配

色カード、絵の具、色鉛筆などを使った作品作りを通して楽しく学んでいただいています。

・2級認定講師　・3級認定講師
・1級第1分野（ファッション色彩）・1級第2分野（商品色彩）・1級第3分野（環境色彩）
・2級　・3級

・一般財団法人日本色彩研究所認定色彩指導者

・色彩士検定委員会認定指導者

・ADEC（全国美術デザイン教育振興会）１級色彩士
・A・F・T（公益社団法人色彩検定協会）認定色彩講師
・A・F・T（公益社団法人色彩検定協会）１級色彩コーディネーター
・テイストスケール法感性インストラクター　・茶道裏千家準教授

・古流大観流（生花）家元教授　・トシコフラワーアカデミー認定講師

日本色彩学会正会員（色彩教材研究会、パーソナルカラー研究会）、NPO日本パーソナルカラー協会会員



履歴・講師歴

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

連絡先

東京都在住
日本色彩学会正会員

フラワーデザイナー、カラーリスト

大学で美術を専攻・デザイン科卒業

大手花店のフラワースクールで、20年以上講師業に携わり、講師トレーナー職を務め、社員研修を始め、プロ
養成の講師、カラーコーディネートの専任講師としてレッスンを行う。

また、シニアデザイナーとして雑誌、TV等の仕事や海外有名ブランドのディスプレイデザイン（フラワーアレ
ンジメント）も手掛ける。

現在は(株)Christy(クリスティ)を設立。フラワースクール、パーソナルカラーなど、色と花を中心とした事業

を展開中。

私たちの生活は沢山の色で成り立っています。

多くの皆さんに色の楽しさや素晴らしさを知っていただければと思っています。また、色は私たちの気持ちにも

素晴らしい効果をもたらします。快適な生活を過ごすためにも、色に興味を持って頂きたいです。

・2級認定講師 ・3級認定講師
・1級第1分野（ファッション色彩）・2級　・3級

・(社)日本パーソナルカラリスト協会　検定指導員、色彩診断士、認定講師

・イメージコンサルタント資格取得
・英国オーラソーマ公認プロテクショナー
・学芸員資格取得

E-mail : info@christy-color.com 
Web site : https://christy-color.com/

(株)Christy

事務所所在地：品川区大崎

TEL：03-6420-3816　　FAX：03-6420-3817



履歴・講師歴

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

商工会議所検定試験

その他の資格

連絡先

東京都生まれ。テキスタイル（婦人服地）卸売会社に11年間勤務後、店舗ディスプレイの仕事に携る。現在、色彩を基礎から学びたい人

のために大学、専門学校、地域で色彩教育を行うほか、人をより若々しくするための似合う色、スタイリングの提案を企業向け、一般向

けに実施している。また、高齢者社会においてのカラーヒーリングの研究として、各自に事前に与えた課題によって自由に色彩で平面的

な表現をしてもらい、カウンセリングするワークショップに取り組むほか、色彩に関する企業研修等も行っている。

共著に『世界のパンチカラー配色見本帳』『色で読み解く名画の歴史』『配色の教科書ー歴史上の学者・アーティストに学ぶ「美しい配

色」のしくみー』（パイインターナショナル）『色で巡る日本と世界　くらしの色・春夏秋冬』（青幻舎）『世界のふしぎな色の名前』

（グラフィック社）、監修に『フランスの美しい配色』（エムディエヌコーポレーション）『世界でいちばん素敵な色の教室』『366日

日本の美しい色』（三才ブックス）『伝統的なテキスタイルの色使いから学ぶ世界の配色見本帳』（日本文芸社）他がある。

（一社）日本色彩学会正会員（パーソナルカラー研究会、色彩教材研究会、環境色彩研究会所属）

（一社）日本チャクラ美容協会会員

日本色彩教育研究会会員

株式会社日本教育クリエイト　クリエ・スクール　チーフエデュケーター

跡見学園女子大学非常勤講師

これまでたくさんの素晴らしい方々との出会いの中で少しずつ成長させていただきました。色彩の楽しさ、奥深さをより多く

の方々にお伝えしていく事で、少しでも社会に貢献できるような活動ができればと思っています。

・2級認定講師　・3級認定講師
・1級第1分野（ファッション色彩）・1級第2分野（商品色彩）・1級第3分野（環境色彩）
・2級

・福祉住環境コーディネーター検定試験®2級
・リテールマーケティング（販売士）検定試験3級
・日商珠算能力検定2級

・（公社）色彩検定協会認定色彩講師・１級色彩コーディネーター

・（公社）日本アロマ環境協会　アロマテラピーアドバイザー

・日本スカーフ協会認定講師

・食空間コーディネーター２級

・訪問介護員2級養成研修課程修了
・アデック（ADEC）カラーマスター色彩士2級
・ハウスキーピング協会認定整理収納アドバイザー2級

E-mail : michiyo@hashimotos.jp

Web site : https://www.c-color.net/



履歴・講師歴

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

連絡先

株式会社ウィズプランニング取締役企画室長

消費戦略プランナー
化粧品、食品等一般消費材の商品開発コンセプト立案のスペシャリスト。

最近では、店頭における消費者の購買促進を目的とした、パッケージ上のコミュニケーションワード・デザイ

ン提案で実売に結びつく成果をあげている。
三井物産（株）勤務時代に、新入社員の入社前教育に携わる。

その後、人材派遣会社（株）パソナにて、代表者である南部靖之氏のもとで企画・マーケティング業務に従事

し、独立。現勤務企画会社の設立当初からのメンバーとして国内NBメーカー各社の商品開発、およびマーケ
ティング業務に多数携わっている。

商品開発・マーケティング担当者の方にカラーコーディネート検定をお勧めします。

広告や商品パッケージにおける「色彩」を理論的に捉えておくことは大変重要です。

店頭における商品魅力度を上げ購買促進となる色彩提案をワークショップ形式で進めます。

マーケティングニーズに応じた実践的なプログラムをオリジナルで作成します。

・2級認定講師　・3級認定講師
・1級第1分野（ファッション色彩）　・1級第2分野（商品色彩）

・2級　・3級

色彩学会会員

・カラーコーディネート・プランニング集団「からりん」所属

E-mail : ebisuplan@yahoo.co.jp

株式会社ウィズプランニング　企画室

住所：〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿4-1-22恵比寿ネオナートアネックス2F 
TEL：03-5475-3600　FAX：03-5475-3610



履歴

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

東京都出身　現在東京在住

東京女学館短期大学文学部卒業。その後化学品専門商社 長瀬産業入社

色材事業部所属（色材の原材料顔料、添加剤、光輝材等を取扱う）

現在はカラ－工房というチ－ムで自前のラボ施設を用いた工業製品分野に関するカラ－コンサルタント業務を

担当。

世の中に出ている工業製品の着色方法等、現実的な話を含めながら　私たちのまわりに溢れている【色彩】の奥

深さ、面白さを感じられるような授業を心がけています。

・2級認定講師　・3級認定講師
・1級第2分野（商品色彩）・2級　・3級

・照明士

・キッチンスペシャリスト
・長沼静きもの学院　師範　取得

・カラ－システムズ／エコ－ルドメチエ認定　カラ－センセ－ション　テイ－チャ－

・日本色彩学会正会員



プロフィール

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

連絡先

武蔵野美術大学基礎デザイン学科卒

株式会社川島織物で約22年デザイナーとして日系各自動車メーカーに対してグローバルデザイントレンドを背景にテキス

タイルを中心とした自動車室内のトータルインテリアコーディネートを提案。海外テキスタイルメーカーとのコラボレー

ションによるイヤーズカラープレゼンテーション等により自動車量産採用実績多数。

2007年から株式会社タイカでチーフデザイナーとしてプロダクトCMF（カラー、マテリアル＆フィニッシュ）デザイン
を自動車、家電メーカーに提案。新たなプロダクトマテリアルの量産採用実績を伸ばす。

現在、寿屋フロンテ株式会社デザインディレクターとして自動車内装についてリサーチ、カラーコンセプト立案から製品

開発まで一貫してCMFデザインマネージメントを進める。
また「カラーパーティ」というタイトルの同窓展示会活動や、児童向け色彩体験ワークショップによるNPO活動でカラー
デザインの可能性を発信し続ける。
プロダクトカラーデザイナーとして長年にわたり経験してきた現場知を土台にした生きた知識で色彩の面白さについて語

れることが持ち味。

約30年CMFデザインに素材開発の立場から取り組んでいます。

質感表現の重要性が高まり色彩だけではコトを語ることが難しくたった今を現役デザイナーの現場視点をベース

にした現在進行形の知識で指導をすすめます。

・2級認定講師
・1級第2分野（商品色彩）

・2級

・AFT1級カラーコーディネーター
・AFT2級カラーコーディネーター
・色彩学会正会員

・インテリアコーディネーター
・グリーンセイバーアドバンス
・NPO法人武蔵野自然塾会員

E-mail : colorwithoffice@gmail.com 
TEL：080-3176-1614



履歴・講師歴

行政関係

民間関係

講座・講演内容

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

連絡先

E-mail : std358@m5.gyao.ne.jp

1993年
地元さいたま市（旧大宮市）より市民向けの初のカラー講座の要請を受け現在に至る

1997年
日本色彩学会　パーソナルカラー研究会　幹事

2006年
美容専門学校　色彩学、カラーコーディネート非常勤講師

色彩探偵団主宰

色の不思議、楽しさをわかりやすく、子供から高年齢者の方までより多くの方に伝えたいというコンセプトの

元、 最初に見て、感じることを大切に理論を理解して頂けるよう心がけている。

・2級認定講師　・3級認定講師
・1級第1分野（ファッション色彩）　・1級第2分野（商品色彩）

・2級　・3級

・AFT　色彩能力検定1級
・中学校家庭科教師免許
・茶道裏千家お茶名紋許

さいたま市、上尾市、春日部市等

女性セミナー、子供講座、高年齢者講座、教育委員会研修

ホテル、カルチャーセンター、事業団体
パーソナルカラー講座、メイク講座、カラーコーディネート講座

色彩学、配色、パーソナルカラー、メイクアップ（嶋田ちあきメイクアップアーチスト養成プロコース第1期卒
業）、検定試験対策、その他



プロフィール

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

連絡先

・（社）日本カラーライトセラピー協会理事

・（社）日本パーソナルカラリスト協会認定講師

・（社）日本エステティック協会認定エステティシャン

E-mail : saika@bj8.so-net.ne.jp

Web site : http://www.color-saika.jp/

共立女子大学家政学部被服意匠研究室出身、テキスタイルデザイン、インダストリアルデザイン等経験有り。

2000年カラーコーディネーター検定1級合格後、中京の大学に検定指導。2001年『パーソナルカラースタジオ
彩花』を設立。名鉄百貨店文化教室友の会講師。旭美容専門学校講師。アクア美容専門学校講師、北海道芸術

高等学校名古屋キャンパス講師。JR東海様、ラ・モードイワイ様、（株）二葉様etc地元企業様のセミナー研
修。

美容・ファッション関係のお仕事を頂く事が多いですが、配色のお仕事を通じて『美・バランス・調律』のご提

案が出来ればと考えております。

・2級認定講師　・3級認定講師
・1級第1分野（ファッション色彩）・2級　・3級



履歴

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

連絡先

Color＆Life Tyurant代表
パーソナルカラーの世界を知り、色の魅力に魅せられ、キュービックビデザインアカデミーにて色彩、パーソ

ナルカラーを学ぶ。
その後、パーソナルカラーとメイクアドバイスを中心とした店舗の立ち上げを経て、母校にて色彩の基礎、応

用、検定対策講座、パーソナルカラーの授業を担当。

専門学校、カルチャーにて講座を持つ。

現在は大阪と東京にて色の楽しさを伝えるべくパーソナルカラー＆メイク、色彩検定対策講座等をおこなって

いる。

日常で感じる"ワクワク"や"ドキドキ"する色の魅力、楽しさを伝えていきたいと思っています。

「色は魅力　今を　ずっとこの先も　あなたの一番をお手伝い」をキャッチフレーズに日々頑張っています。

・2級認定講師　・3級認定講師
・2級　・3級

・文部科学省後援　AFT色彩検定1級
・社団法人日本アロマ環境協会　アロマテラピーアドバイザー

・フラワーデコレーター協会　フラワーカラーアドバイザー

・NPO法人パーソナルカラー協会検定資格

・日本パーソナルカラー協会　認定講師

・日本パーソナルカラー協会　パーソナルカラーアドバイザー

・日本パーソナルヘアカラー協会　パーソナルヘアカラー診断士

・日本色彩学会 正会員
・保育士資格

・幼稚園教諭資格

E-mail : tyurant38@color.zaq.jp

住所：〒536-0002　大阪府大阪市城東区今福東1-13-10ユンヌホワイエ605 
TEL&FAX：06-6930-6888



履歴

講師歴

コメント

監修作品

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

連絡先

2000年
印刷会社、繊維商社、日用品メーカーにて、プロダクト開発に携わる。

2010年
プロダクト開発における美的・情緒的役目を果たす"色"に特化したカラーコンサルタントとしてフリーに転身。

カラーマーケティングからプランニング、コピーライト、デザインまで、ビジュアルコミュニケーション全てプ
ロデュースする。又、人の心理面に大きく作用、魅了する、ドラマティックな役割を担う"色彩"の扉をより多く

の方に開いてもらいたく、色彩講師としても活動している。

・「東京商工会議所 カラーコーディネーター3級」完全攻略テキスト（キャリアカレッジジャパン）
・「東京商工会議所 カラーコーディネーター3級」DVD 教材（キャリアカレッジジャパン）
・「東京商工会議所 カラーコーディネーター2級」DVD 教材（キャリアカレッジジャパン）

・2級認定講師　・3級認定講師
・1級第1分野（ファッション色彩）　・1級第2分野（商品色彩）

・2級　・3級

・公益社団法人　色彩検定協会（A・F・T）　認定色彩講師

・公益社団法人　色彩検定協会（A・F・T）　1 級色彩コーディネーター
・全国美術デザイン専門学校教育振興会（ADEC）　1 級カラーマスター　色彩士

・NPO 日本パーソナルカラー協会　認定講師

・NPO 日本パーソナルカラー協会　パーソナルカラーアドバイザー

・日本色彩学会 正会員

E-mail : ballet_no@hotmail.co.jp 
TEL：090-3940-0468

「はっと、息をのむ美しさ」に誰しもが"感動"を覚えた経験はありませんか？芸術における巨匠達の産物に。ク

リエイターと呼ばれる飛び抜けた感性に。心揺さぶる"感動"をひもとく色彩世界こそ、人生を豊に彩ります。

・ラピスアカデミー　カラーコーディネーター養成講座

・ラピスアカデミー　AFT色彩検定対策講座

・ラピスアカデミー　パーソナルカラーアナリスト養成講座

・大阪ビジネスカレッジ専門学校ファッションビジネス学科　AFT色彩検定対策講座

・大阪ビジネスカレッジ専門学校ファッションビジネス学科 ファッションカラーコーディネート講座
・高津理容美容専門学校　AFT色彩検定対策講座

・高津理容美容専門学校　色彩技能パーソナルカラー検定対策講座

・大阪よみうり文化センター　パーソナルカラーセミナー講座



履歴・講師歴

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

連絡先

E-mail : kataoka@ms-couleur.com 
Web site : http://www.ms-couleur.com/

TEL：090-6245-4947

コンピュータ専門学校を卒業後、システムエンジニアの会社に入社、プログラマーとして勤務。

数年後、フリーとなり結婚後もエンジニアとして活動。
東京から神戸への転居を機にコンピューターから少し離れてみたくなり、色は人にとって一生のものではないかと考え、

色に興味を持ち、カラーコーディネーター検定を受験。その時に受講した商工会議所の検定講座がとても面白く、興味を

大きく広げるものであったので、色彩の勉強をもっとしてみたいと思うようになりました。

現在は、カラーコーディネーター検定試験をはじめ、色彩検定、パーソナルカラリスト検定などの検定試験対策講座とと

もに、パーソナルカラー診断やパーソナルカラーアナリスト養成講座などを主なものとして活動しています。
・検定試験対策講座 ・・・ 専門学校、カルチャースクール、M's couleurなど
東京商工会議所　カラーコーディネーター検定試験　2級、3級

AFT　色彩能力検定　1級、2級、3級

パーソナルカラリスト協会　パーソナルカラリスト検定　1級、2級、3級

・イベントなど ・・・ 大学、専門学校、美容院、百貨店など

・パーソナルカラー診断
・パーソナルカラーアナリスト養成講座

色彩の勉強を始めてからとても大切な先生にめぐり合うことができました。

その先生からの教えです。

"道が2つあったなら、苦しい方を選びなさい。必ず、あなたのためになるから・・。"

誠実であることをモットーに、正しい知識を身につけられるよう、そして伝えていけるよう日々の努力は続けて

まいりたいと思っております。
M's couleur 主催

・2級認定講師　・3級認定講師

・1級第1分野（ファッション色彩）　・2級　・3級

・公益社団法人色彩検定協会（AFT)　色彩能力検定1級、2級、3級

・一般社団法人日本パーソナルカラリスト協会　1級、2級、3級認定講師

・日本色彩学会　正会員

・社団法人日本ジュエリー協会　ジュエリーコーディネーター

・NPO法人日本ネイリスト協会　ネイリスト



プロフィール

履歴・講師歴

その他

所属団体

コメント

保有資格

カラーコーディネーター検定試験®

その他の資格

高知県高知市在住。高校卒業後、地方公務員として１５年間県行政に携わった後、学業に専念。慶應義塾大学在学中、中

国文化を学ぶうちに伝統的な色彩の意義に心惹かれ、色彩文化という分野に興味を持つようになる。同時期に東京商工会

議所主催カラーコーディネーター検定試験を知り、色彩全般について学ぶ喜びを知る。高知大学大学院修了後、地元で中

国語とカラー関連の講師を務める。

「カラーコーディネーター検定試験は、３級でもとても難しい」という噂を聞きます。そんなことはないです
よ。色彩に関する興味と、合格しようという意欲があれば大丈夫。試験問題は公式テキストから出題されますか

ら、テキストは必ず読んでください。黙読で、ゆっくりで結構です。写真や挿絵もよく見てください。３級は一

度通して読み終えたら、好きな「章」を３つほど選んで熟読しましょう。

・2級認定講師　・3級認定講師
・1級第2分野（商品色彩）　・2級　・3級

・文学修士

・ＨＳＫ6級

高知理容美容専門学校 非常勤講師

高知商工会議所 専門相談員

日本色彩学会、京都大学中国文学会、高知大学国語国文学会




