JBC 日本ビジネスカラースクールのご案内
（社）日本カラープランニング協会認定

一般社団法人 日本カラープランニング協会

（社）日本カラープランニング協会認定

JBC 日本ビジネスカラースクール
●スクール理念●
ビジネスカラーは言葉ではなく、色でそのものの魅力を伝えます日本ビジネスカラースクールは、色彩心理の
知識と技術を学び、それらをビジネスの現場で活用できる人材を育成します。
ビジネスカラーコース

●色彩心理に基づいたビジネスカラー理論は現場で役立ち、全業種に対応可能

ビジネスカラージュニアアドバイザー(BJ)
ビジネスカラーアドバイザー（BA）

O 対応
O 対応

ビジネスカラーインストラクター(BI)
配色実践コース

6H

35,000 円

12H 100,000 円
22H 130,000 円

●個人的感性にだけ頼らず、色彩心理、ビジネスカラー理論に基づいた配色

配色実践 3 級（色 3） 失敗しない配色理論

O 対応

６H

35,000 円

配色実践 2 級（色 2） レイアウト配色実践

O 対応

12H

70,000 円

配色実践 1 級（色 1） ターゲット、目的別配色の実践

O 対応

色彩心理コース

24H 100,000 円

●色によるコミュニケーション能力アップ、メンタルケアへの活用法を習得

色彩心理初級コース

10H

80,000 円

色彩心理中級コース

12H

１00,000 円

色彩心理上級コース

14H

120,000 円

各コース共通

入会金 10,000 円（税込）

O 対応とは、オンライン講座でも受講できるという意味です。
＊（ ）は各クラスの略称
＊受講料には教材費、資格認定料、認定証発行費が含まれます。
＊価格はすべて税込みです。
＊イメージ戦略個人コースの受講料には入会金を含まれています。
＊各コース講師養成も行っております。

ビジネスカラーコース
色彩心理に基づいたビジネスカラー理論は現場で役立ち、全業種に対応可能
●ビジネスカラージュニアアドバイザー(BJ)
習得できるスキル

６Ｈ

35,000 円

①色彩心理学 ②ビジネスカラー配色 ③現場での活用術

教材：専用テキスト １９９色カラーカード
書籍

O 対応
カラーサンプル（協会オリジナル）

「プロが教える現場で役立つ色の使い方」

色彩心理、生理学、色の意味、効果、影響。更にトレンドカラー、マーケティングにどのような影響があるのか、詳しく
分析、解説。また、プレゼン資料の効果的な色遣いを実践的に学びます。

＊筆記試験

＜業種別コース＞ ＊ご希望に沿ったコースで内容を一部変更できます
●起業家コース（イメージカラー、ビジュアル戦略）●医療・介護コース（空間演出、ユニフォーム）
●カウンセラー・コンサル系コース（カラーコミュニケーション）●サービス系コース（顧客管理、対応）
●ビジネスカラーアドバイザー（BA）
習得できるスキル

O 対応 12H 100,000 円

①視覚心理物理学 ②ビジュアルマーチャンダイジング③CAP トレーニング法

教材：専用テキスト

ジュニアアドバイザーコースを受講された方は、教材を引き続きご使用ください。

色彩心理（中級編）、視覚心理の仕組み、ビジュアルマーチャンダイジング（視覚的販売計画）、目を惹くプレゼン資
料作成法、言葉から色、色から言葉をイメージしていく CAP トレーニング法を学び、創造力（Creative）、分析力
（Analysis）、プレゼン力（presentation）を養って行きます。
＊筆記試験 ＊プレゼンテーション（約 15 分）＊試験の内容によって認定できない場合がございます。
●ビジネスカラーインストラクター(BI)
習得できるスキル

①カラーマーケティング分析

教材：専用テキスト

22H 130,000 円
②ブランディング ③インストラクターとしての知識と技術

アドバイザーコースを受講された方は、教材を引き続きご使用ください。

これまでの知識を活用し、カラーマーケティングの結果を分析、ブランディングに応用する技術を学びます。インスト
ラクターとしての表現力、指導力、教材の制作の方法など、知識や技術のアウトプットを中心に進めていきます。
＊筆記試験

＊プレゼンテーション（約 30 分）＊試験の内容によって認定できない場合がございます。

ビジネスカラーインストラクター認定後、ビジネカラージュニアアドバイザー資格取得講座講師養成講座に
進むことが出来ます。

失敗しない配色、好感を持たれる配色、
もう、色選びに迷いたくない人へ・・・

配色実践コース
個人的感性にだけ頼らず、色彩心理、ビジネスカラー理論に基づいた配色
●配色実践 3 級（色 3）
習得できるスキル
教材：専用テキスト

O 対応

①失敗しない配色 自然の色彩法則

６H 35,000 円

②配色２ トーン、グラデーション

配色カード

色彩心理に基づき、リスクを回避し、好感を持たれやすい、失敗しない配色を自然の色彩法則やトーン、グラデーシ
ョンを使って学んでいきます。
●配色実践 2 級（色２）
習得できるスキル

O 対応

12H 70,000 円

①面積比の違う配色②効果的なレイアウト配色 ③名画から見るバランス

教材：専用テキスト 配色カード
既存の色彩関連の検定では同一面積配色がほとんどですが、ビジネスの現場で同一面積配色を使うシーンは限
られています。面積比の違う配色や、レイアウト効果、バランスを考慮し、色彩心理、ビジネスカラー理論に基づい
た配色を学んで行きます。

＊実技試験

＊試験の内容によって認定できない場合がございます

●配色実践 1 級（色 1）
習得できるスキル
教材：専用テキスト

O 対応

24H 100,000 円

①ターゲット別配色②目的別配色③テーマに沿った配色実
配色カード

色の三原色の絵の具セット

やみくもに配色しても意味がありません。ビジネスのターゲット、目的に沿った配色をより実践的に学んでい
きます。ビジネスカラー理論に基づいた配色法が習得出来ます。
＊実技試験 ＊筆記試験

＊試験の内容によって認定できない場合がございます。

色彩心理コース
色によるコミュニケーション能力アップ、メンタルケアへの活用法を習得
●色彩心理初級コース
習得できるスキル

10H

80,000 円

①色彩心理、行動科学の基礎 ② 各色の意味、効果

教材：専用テキスト カラーカード（日本カラープランニング協会オリジナル）
色彩心理の基礎を学び、色によって人がどのような行動に出るのか、どのような思考に変化するのか、その影響力。
各色の意味、また 2 色、3 色以上の色の組み合わせではどのように変化するのか、ワークショップの事例を参考にし
ながら、解説していきます。
＊筆記試験
●色彩心理中級コース
習得できるスキル

12H

１00,000 円

①色彩心理、行動科学の活用 ② 色彩心理テストの分析・解説 ③ ヒアリング法

教材： 専用テキスト

カラーカード（日本カラープランニング協会オリジナル） クレヨン

初級で学んだことをもとに、カラーカード、クレヨンを使った色彩心理テストの分析、解説の仕方を習得します。
色彩心理テストの被験者に対する質問、言葉の引き出し方など、ヒアリング方法も学びます。
＊筆記試験
●色彩心理上級コース
習得できるスキル

①色彩心理の応用編

14H

120,000 円

② マインドカラーマップインストラクター

これまでに学んだことをもとに、更にスキルアップしていきます。色彩心理テストとしてコミュニケーション能力アップ、
チームビルディングに活用できる「マインドカラーマップ」のインストラクターとしての結果分析、解説、アドバイス法を学
び、マインドカラーマップインストラクターとしてマインドカラーマップファシリテーター養成講座を開催することが可能に
なります。
＊模擬講座 ＊筆記試験。

色彩心理はあらゆる場面で活用できる
万能なスキルです。

カラープランナーコース
以下の全てのコースを習得した後、現場実習 10 時間
ビジネスカラーコース

●色彩心理に基づいたビジネスカラー理論は現場で役立ち、全業種に対応可能

ビジネスカラージュニアアドバイザー(BJ)

O 対応

ビジネスカラーアドバイザー（BA）

O 対応

ビジネスカラーインストラクター(BI)
配色実践コース

6H
12H
22H

●個人的感性にだけ頼らず、色彩心理、ビジネスカラー理論に基づいた配色

配色実践 3 級（色 3） 失敗しない配色理論

O 対応

６H

配色実践 2 級（色 2） レイアウト配色実践

O 対応

12H

配色実践 1 級（色 1） ターゲット、目的別配色の実践

O 対応

24H

色彩心理コース

●色によるコミュニケーション能力アップ、メンタルケアへの活用法を習得

色彩心理初級コース

10H

色彩心理中級コース

12H

色彩心理上級コース

14H

カラープランナーコース

受講料

700,000 円 （税込）

＊上記のコース受講後、現場実習（講座アシスタント、クライアント打合せ同行等）約 10 時間
筆記試験、模擬講座実施後、合格点に達した場合のみ、日本ビジネスカラースクール認定カラープランナーと
なります。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

