ジーンズソムリエ
資格認定試験2021
試験日：2021.9.15wed

受験申込受付期間：2021.6.1tue〜7.20tue
ジーンズソムリエ資格認定試験に関するお問い合わせ先

ジーンズソムリエプロジェクト事務局

〒711-8555 岡山県倉敷市児島駅前1丁目46番地
倉敷ファッションセンター株式会社内

https://jeans-sommelier.com/
E-mail：info3@k-fc.com
086-474-6800

TEL：

086-474-6801

FAX：

第８回

JEANS SOMMELIER

ジーンズソムリエ資格認定試験
（必ずお読みください）

1. 目的
「ジーンズソムリエ資格認定制度」は、ジーンズに関する深い知識を有し、その魅力
や価値を正しく伝えられるプロフェッショナルな人材、ジーンズ選びのアドバイザー
を育成することを目的としています。試験によってジーンズの製造過程から製品・
取り扱いまでの全般知識の習得度をはかります。資格を通じてより多くの人が、ジー
ンズを知り、選び、着用していただくために、 ジーンズソムリエ には、幅広い分野
でその知識と経験を活かして、ジーンズの魅力を広く発信し、ジーンズファッション
をより浸透させる役割を担っていただくことを期待しています。
2. 試験日時
【日
程】 2021 年 9 月 15 日（水）
【開
場】 13：00 〜
【試験問題配布】 13：45 〜（身分証明証・受験票確認も実施）
※必ず 13：45 までにご着席下さい
【試 験 時 間】 14：00 〜 15：30
3. 試験会場
【東 京 会 場】国際ファッションセンター（東京都墨田区横網 1-6-1）
【名古屋会場】ウインクあいち（愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38）
【大 阪 会 場】大阪科学技術センター（大阪府大阪市西区靭本町 1 丁目 8-4）
【岡 山 会 場】倉敷ファッションセンター（岡山県倉敷市児島駅前 1-46）
4. 受験申込受付期間
2021 年６月 1 日（火）〜７月 20 日（火）
※各会場の定員に達し次第、申込受付終了となります（先着順）
5. 受験申込方法
①受験申込登録
インターネット・郵送・FAX・メールのいずれかの方法でお申込ください。
【インターネットにてお申込みの場合 ⇒ https://jeans-sommelier.com】
上記ホームページにアクセスし、申込フォームに必要事項をご入力ください。
【郵送・FAX・メールにてお申込みの場合】
受験申込書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
※受験申込書は上記ホームページからダウンロードしてください
↓
②受験申込受付完了の連絡
受験申込受付完了後、ジーンズソムリエプロジェクト事務局より「メール」
もしくは「FAX」にて【申込受付連絡票】をお送りします。
1 週間以内に、
【申込受付連絡票】が届かない場合はご連絡ください。
↓
③受験料の支払い
申込受付完了連絡後、２週間以内に受験料をお振込ください。
振込先、振込方法は、
【申込受付連絡票】にも記載しています。
＜振込先＞
中国銀行 児島支店 普通 2332376 ジーンズソムリエプロジェクト事務局
↓
④テキストの発送
お支払いの確認後、1 週間以内にテキストを発送します。
↓
⑤受験票の発送
受験票は、試験１週間前頃に発送します。
お申込みの際の注意事項
・新型コロナウイルス感染予防対応に係る確認事項にご同意いただいたうえで
お申し込みください。
・受験料のお支払がない場合、受験することはできません。
・自然災害等による公共交通機関の運休等で試験日の試験開始までに間に合わ
ない場合に限り、受験料（テキスト代を除く）を返金いたします。
（ただし、試験当日に事務局への連絡、及び運休・遅延証明等の提出（後日
でも可）が必要です）
・その他の場合は試験中止を除き、いかなる理由でも受験料の返金はいたしま
せん。
6. 受験資格
学歴、年齢、性別、国籍等は問いません。
（試験問題は日本語のみです 解答も日本語で記入して下さい）

実施要項

7. 受験料（税込）

11 , 000 円

6 , 050 円

7 , 150 円

4 , 950 円

9 , 350 円

4 , 950 円

5 , 500 円

4 , 400 円

※「①初めて受験される方」はテキスト込みのお申込みとなります
※②③④について
・テキストは含まれておりません
・ご本人様の履歴が事務局で確認できない場合は、
①での受付になります
予めご了承ください
※④について、有資格者の方も自己研鑽等のために何度でも受験いただけます
（再受験の結果は、既に取得済みのジーンズソムリエ資格に影響を与えるもので
はありません）
複数回合格の方は、名刺等にその旨を表示いただけます。
＜表示例＞
・合格回数を記載する → 「ジーンズソムリエ資格認定試験 合格回数 3 回」
・合格回数を★で表す → 「ジーンズソムリエ ★★★」
etc.
（ロゴマークと回数表示を組み合わせて使用することは出来ません）
団体料金について
５名様以上（①〜④合計）まとめてお申込みの場合に適用となります。
（詳細は事務局までお問い合わせ下さい）
学生料金について
学生の方が対象です。試験の際には学生証（または証明書）の提示が必要です。
（提示が無い場合は追加料金が必要となります。詳細は事務局までお問い合わせく
ださい。）
■テキストのみの購入も 3,850 円（税込）にてお申込みいただけます。
ご希望の方は「5. 受験申込方法」と同様のお手続きにてお申込みください。
8. 試験方法・合格判定
試験時間：1 時間 30 分 ※途中退出はできません
全 50 問〔択一方式 49 問＋小論文 1 問〕
【択一方式】ジーンズソムリエ資格認定試験公式テキストの内容より出題
〔素材・副資材 / 構造と縫製・製品 / 洗い加工 / 小売と製品取扱い / 他〕
【小論文】ジーンズに関する小論文 ※テーマは受験票に記載します
100 点満点とし、得点 80 点以上をもって合格とします。
※試験成績優秀者（上位数名）は表彰します。
9. 合否通知
10 月上旬頃に 本人宛郵送により合否のみ通知いたします。
※受験者の得点・答案は公表いたしません
10. 合格者への認定証の授与
合格者には「ジーンズソムリエ」の称号を与えるとともに、認定証・認定バッジ
を授与します。
※ジーンズソムリエ有資格者の方が合格した際は新たな認定証・認定バッジを
授与します
【認定証授与式・交流会開催日】
日程（予定）2021 年 10 月下旬〜 11 月 於：岡山
※合格者で認定証授与式に参加できない方には、認定証・認定バッジを後日郵送
します
11. 合格者の特典
■ジーンズソムリエツアー（製造工場見学会）への参加 ※有料
認定証授与式に合わせてジーンズソムリエツアー（倉敷市児島のジーンズ製造工場
を見学）開催を予定しております。希望者多数により定員以上のお申込みがあっ
た場合は、抽選にて参加者を決定いたします。
（詳細は合格通知書でお伝えします）
■ベストジーニスト授賞式 会場へ抽選でご招待（合格の翌年より）
ジーンズソムリエ資格を有する皆様の中から、希望者を抽選にて日本ジーンズ協
議会の主催するベストジーニスト表彰式の会場にご招待いたします。
■アイアム・ジーンズソムリエ・グランプリへの参加（合格の翌年より）
ベスト・オブ・ジーンズソムリエを決める大会の参加資格が得られます。
■再度受験される際には特別な受験料割引が適用されます。
その他、ジーンズソムリエ資格の表示（マークを名刺に印刷してアピール等）が可能、
当事務局が実施する各種行事への参加等の特典がございます。
主催 岡山県アパレル工業組合／倉敷ファッションセンター株式会社
協賛 日本ジーンズ協議会
後援 （申請中）経済産業省／岡山県／倉敷市／井原市／日本被服工業組合連合会／
岡山県織物構造改善工業組合／岡山県織物染色工業協同組合／備中織物構造
改善工業組合／広島県織物構造改善工業組合／井原被服協同組合／児島ジー
ンズストリート協同組合

※経済産業省へ第 8 回認定証授与式、ジーンズソムリエツアー（製造工場見学会）
、アイアム・ジー
ンズソムリエ・グランプリに対する後援名義を使用申請中

ジーンズソムリエ資格認定試験に関するお問い合わせ・お申し込み先

＜ジーンズソムリエプロジェクト事務局＞ https://jeans-sommelier.com/
〒711-8555

岡山県倉敷市児島駅前 1-46

Tel：086-474-6800

倉敷ファッションセンター株式会社内

Fax：086-474-6801

Email：info3@k-fc.com

※申込時にお預かりした個人情報については、試験施行における本人確認、テキスト・受験票・合否通知・認定証等の発行
及び発送、試験に関する連絡、各種情報提供の目的以外には使用しません

