2021 年度からインターネット経由での試験に変わります！

申込期間

試験期間

受験料（税込）

第 50 回

6 月 1 日（火）〜 6 月 25 日（金）

第 51 回

9 月 29 日（水）〜 10 月 25 日（月） 10 月 14 日（木）〜 11 月 8 日（月） スタンダードクラス 5,500 円

6 月 17 日（木）〜 7 月 9 日（金）

アドバンスクラス

7,700 円

※CBT 方式のスケジュール等については、東京商工会議所検定試験ウェブサイトをご確認ください。
®

カラーコーディネーター検定試験 とは

検定合格のメリット

カラーコーディネーション能力を仕事に活かす

カラーコーディネーターとして日常からビジネスまで

店やショーウインドー、ネット上…すべての場所に色彩があふれていま

幅広い分野で知識を活用でき、活躍の場が拡がります !!

す。色は常に私たちの身近に存在し、文化や時代の流れに大きく影響を与
えてきました。世相がその年の流行に反映されたり、商品やデザインを何

ビジネス

色にするかでまったく異なった印象を与えたりと、色の性質・特性が心

サービス・小売

商品開発

理的効果を与えるのです。色彩の知識を身につければ、色の持つ効果をビ

・接客・販売に関するアドバイス

・色彩提案により商品の開発と販売促進

ジネスシーンで活かすことができます。
「仕事に役立つ実践的な色彩の知

・ファッション・化粧品販売における

・利用シーンを想定した色彩戦略

アドバイス

識を学ぶことができる」それがカラーコーディネーター検定試験です。

建築・インテリア・環境設計

試験概要

広告・広報企画

・景観設計や商業施設・オフィスのレ

■IBT（Internet Based Test・インターネット経由での試験）
※受験者のコンピュータで受験いただく方式です。

イアウト

・グラフィックデザイン、Web デザイン
・企業の色彩に関するイメージ戦略の

・店舗・オフィスの色彩計画のアドバ
イス

策定
・色彩によるパワーポイント等プレゼ

■受験資格：試験当日において、日本国内に居住している方に限ります。
■制限時間 90 分

ン用資料の作成

※別に試験開始前に本人確認、説明等約 20 分

■多肢選択式
■出題範囲：公式テキストの基礎知識とそれを理解した上での応用力を

プライベート
ファッションコーディネート

問います。

インテリアコーディネート

■100 点満点とし、70 点以上をもって合格とします。

試験問題例

スタンダードクラス
Q. 次の文中の［ ］の部分に、下記の選択肢から最も適切な番号を１つ選びなさい。
色の明度は物の［ア］を認識するうえで、非常に重要な色の属性である。明度差が［イ］
明瞭性が強まる。図 1 の配色は、ほぼ［ウ］の配色となり、ポスターなどの平面デザイン
では一般には推奨されない。
図 2 のようなインテリアのソファーとクッションの配色では、色相関係が［エ］色相の配
色になっており、
さらに
［オ］ためすっきりと見える配色になっている。
図1

図2
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各級の基準

アドバンスクラス
スタンダードクラス

dp18

スタンダードクラスの知識に加え、ビジネスにおける
色彩の活用事例など幅広い知識を有している。
日常から見た色彩に関する基礎的な知識について理
解している。

カラーコーディネーター検定試験のポイントが
分かる WEB 漫画はこちら

［語群］
［アの語群］ ① 量

② 手ざわり

③形

［イの語群］ ① 小さいと

② 大きいと

③ 中程度だと

［ウの語群］ ① 同一明度

② 対照明度

③ 同一彩度

［エの語群］ ① 同一

② 類似

③ 補色

［オの語群］ ① 彩度差が大きい ② 明度差が大きい ③ 明度差が小さい
解答 ［ア］
:
③ ［イ］② ［ウ］① ［エ］③ ［オ］②

主

催

東京商工会議所・各地商工会議所
日本色彩学会・日本流行色協会・日本色彩研究所 協力

カラーコーディネーター検定試験 は東京商工会議所の登録商標です。

東商検定 IBT（インターネット経由での試験）申込〜受験の流れ
1

使用機器と
受験環境の確認

●受験申込前に使用機器
と受 験 環 境それぞれ の
要件を満たしていること
を必ず確認
●要件を満たしていない場
合は、
受験できません。
※詳細は以下およびウェブ
サイトをご確認ください。

3

2 お申込み
●申込サイトに希望の受験
日時、受験者情報、支払
情報を入力
●申 込 完了 後、申 込 完了
メールが届く
※ 受験票は発行いたしま
せん。

受験前の事前
確認、準備

4 受験

●ウェブサイトで使用機器、
受験環境、試験当日の流
れ、受験にあたっての注
意事項等を改めて必ず確
認、準備
●マイページにログインし、
登録情報を確認（相違が
あれば修正）

5 結果発表

●受験サイトにアクセスし、
メ ー ル アドレ ス と パ ス
ワードでログイン
●web カメラを通じた本
人確認を行い、試験開始
●試験中は web カメラを
通じてリアルタイムに監
視し、不正行為を防止

●試験終了後、即時採点さ
れた結果が画面に表示
される
●成績レポートの表示、印
刷が可能
●希望者のみ１枚 550 円
（税込）で購入ページより
合格証購入可

使用機器（受験者にて準備が必要です）
■インターネットに接続されたコンピュータ（PC）

■コンピュータの内部または外部のスピーカー

＜推奨 OS＞Windows10 最新版、MacOS 最新版
＜推奨ブラウザ＞GoogleChrome 最新版
＜推奨ネットワーク環境 > 上り下りともに 2Mbps 以上の速度
※タブレットやスマートフォンでの受験はできません。
※ブラウザ以外のアプリケーションは使用不可。

■ヘッドセットの一部ではないコンピュータの内部カメラまたは web カメラ
※タブレットやスマートフォンをカメラとして使用することはできません。

■ヘッドセットの一部ではないコンピュータの内部または外部のマイク
※ヘッドセットやイヤホンは使用不可。

■マウスまたはコンピュータに付属するタッチパッド等

受験環境（以下の全ての条件を満たす受験環境を準備してください）
■待機開始から試験終了までの間、カメラに他の人が映り込まない、かつ、
マイクに他の人の声が入らないように間隔や空間を確保すること
※カメラに他の人が映り込んだ場合やマイクに他の人の声が入った場合は、失格と
なります。

■使用機器は机の上などに設置すること
■受験者の周辺（机の上を含む）には、所定の持ち物や受験上の配慮申請で
使用が許可された物以外の物が置かれていないこと

■カメラで受験者の動作や身分証明書、受験環境などが確認できるように
適切な照明を点灯すること
■カメラで試験中の映像（受験者の上半身、身分証明書、背景映像など）を録画
し、マイクで音声を録音することから、他者のプライバシーを侵害する可能
性がある物などが録画、録音されないようにすること
※公園、
インターネットカフェ、
レストランなどの公共スペースでは受験できません。
※海外からの受験はできません。

※家財などの撤去は不要

持ち物
■身分証明書
（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、第三者機関発行で原則とし
て氏名、生年月日、顔写真が揃って確認できるもの）
※電子媒体やコピーは不可。
※試験当日に身分証明書の記載に基づき本人確認を実施いたします。
申込登録の際は身分証明書記載の氏名で登録してください。

※身分証明書の提示がない場合や条件を満たす身分証明書の提示がない場合は、受験
できません。

■東京商工会議所より送付したカラーチャート

その他・留意事項
■障がいおよび健康上の理由により特別な配慮を必要とする場合は、ウェブ
サイトをご確認の上、受験申込前に配慮申請を行ってください。
■使用機器と受験環境それぞれの要件を満たしていることを必ず確認してく
ださい。要件を満たしていない場合は、受験できません。

■試験委員による本人確認開始から試験終了まで常に受験者ご本人の上半身
（正面を向いて顔と耳と肩が明瞭に判別できる）をカメラで録画し、マイク
で音声を録音できない場合は、受験できない、もしくは、失格となります。
■その他、受験にあたっての注意事項、禁止事項について、ウェブサイトを必
ずご確認ください。

使用機器や受験環境
などの準備が困難な場合

お問合せ

2023 年までの経過措置として、使用機器や受験環境などの準備が困難な方を対象に、2023 年度まで CBT（全国約 280 会場の
テストセンターに設置のコンピューターでの試験）を別途実施します。詳細はウェブサイトからご確認ください。
【申込方法・種類】インターネット受付・個人申込のみ

東京商工会議所 検定センター

☎ 03-3989-0777（土日・祝休日・年末年始を除く 10:00 〜 18:00）
https://www.kentei.org
※間違い電話が多くなっております。おかけ間違いのないよう、電話番号をお確かめください。
※お電話は対応品質向上のため、録音させていただいております。

※受験料の他に CBT 利用料 2,200 円（税込）が別途発生します。

東京商工会議所
検定試験情報
ウェブサイト

東商検定 IBT
詳細・受験申込
ウェブサイト

