2017 年度（第 11 回）

TALK 食空間コーディネーター資格試験
《 テーブルコーディネーター 》

「２級」

受験要項

付：講習会案内

NPO 法人食空間コーディネート協会

は じ め に
食空間コーディネーターの仕事は、多くの知識が必要とされ、学ぶことはたくさんあります。
３級では「食空間コーディネーター」としての基礎を学んできましたが、２級では食文化と
コーディネートテクニックに重点をおいて学んでいきます。食文化については歴史的な流れ、
コーディネートでは実践としてのテクニック、テーブルウェア、色彩の知識が中心です。
２級の高度なテクニック、知識を身に付けてスペシャリストとして、さらに感性を高め、
お仕事に、そして日常生活にご活用ください。
なおここにご案内の２級資格試験の受験資格は３級資格を持っていることとしています。

2003 年に始まった『食空間コーディネーター資格』は 2008 年までは『テーブルコーディネータ
ー資格』と呼んでいました。名称を変えた理由は、食卓を囲んで皆が食を愉しみ、会話をはずま
せ、絆を深めることは、単にテーブルの上だけではなく、食空間全体が「おもてなしの気持ちに
満ちたしつらえ」であることが望ましいと考えたからです。
テーブルコーディネーター資格から通算して今年の試験は３級が第 15 回目、２級は第 11 回目を
迎えます。

（2017 年 6 月）
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NPO 法人食空間コーディネート協会は第 11 回２級資格試験を以下の内容で行いますのでご
案内いたします。

２級資格試験の流れ
受験要項配布

・・・・・・・・ ６月

受験願書、講習会受付開始

・・ ７月３日（月）より
講習会申し込みは各会場日程の１週間前まで受付

講習会開催

東京会場 ：10 月１日（日）

・・・・・・・・・

(株)大広会議室（６ページ参照）
大阪会場 ：９月 10 日（日）
新大阪丸ビル新館（７ページ参照）
受験願書締切り ・・・・・・・・10 月 18 日（水）事務局到着分まで

筆記試験実施

・・・・・・・・ 10 月 29 日（日）東京、大阪 同日同時刻
東京会場：(株)大広会議室（６ページ参照）
大阪会場：新大阪丸ビル新館（７ページ参照）

筆記試験結果発表

・・・・・・ 11 月下旬
筆記試験合格者に TALK 認定講師リスト送付

当協会認定講師のもとで実技指導をうける

・・・・筆記試験合格から２年以内に
（2020 年１月 31 日まで）

コーディネート作品の実技写真審査

２級資格 登録認定

・・・・・ 認定証、資格証交付
（認定証・資格証の発送までに 1.5 か月程かかります）
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第 11 回ＴＡＬＫ食空間コーディネーター２級資格試験
２級は筆記試験と実技検定です。第 1 段階の筆記試験はすべて「TALK 食空間コーディネーター・
テキスト ２級」から出題されます。

■受験資格

TALK 食空間コーディネーター３級資格保持者
（３級の登録更新がお済でない方はこれからでも更新を受付けます）

■受験願書
受 付

・受験願書に必要事項を記入し顔写真２枚（3 cm × 4 cm）を貼付し、願書のページ
を切り取って TALK 資格試験事務局に封書でお送りください。
（送り先は裏表紙に記載）

・ホームページからダウンロードした場合も封書でお送りください。
・ファックスでは受付いたしません。
・受付確認後、受験票をお送りいたします。
・受付期間：2017 年 7 月 3 日（月）～ 2017 年 10 月 18 日（水）

■受 験 料

協会個人会員・協会企業会員の社員

5,400 円（5,000 円＋税）
10,800 円（10,000 円＋税）

協会会員でない方

・受験料は、銀行または郵便局で振込み、振込みを証明する書類を受験願書の裏面
に貼付してください。コピーでも可です。
・振込の控えは必ずお持ちください。
・納入した受験料はお返しできませんのでご了承ください。
※振込先口座 （振込手数料はご負担ください、またご本人のお名前でお振込みく
ださい）
◇みずほ銀行

横山町支店 （普通）2111771

（口座名）TALK 資格試験
◇ゆうちょ銀行 （記号）10120 （番号）55832571
（口座名）トクヒ）ショククウカンコーディネートキョウカイ

■試験日時

2017 年 10 月 29 日（日）14 時 00 分 ～16 時 00 分

■試験会場

東 京 会 場：(株)大広会議室 （詳細は６ページ）
大 阪 会 場：新大阪丸ビル新館

■合格発表

（詳細は７ページ）

2017 年 11 月 30 日（木）までに郵送で合否を通知します。
（電話による合否のお問い合わせには、個人情報保護法の関係でお知らせできません）

■筆記試験
合格後に

・筆記試験に合格後、実技写真審査を受けるために当協会認定講師のもとで実技指
導を受けていただきます。
・認定講師の指導を踏まえプランニングシートを作成し 2020 年１月 31 日までに実
技写真審査を受けてください。

■実技検定
について

・筆記試験の合格通知と一緒に送付される「認定講師リスト」から、自分が指導を
受けたい講師を選び実技の指導を受けます。
・実技検定に必要な単位数は経験の程度により 3～18 単位です。
（1 単位の時間は 90 分）
・指導料金は１単位、5,000 円～10,000 円で講師により差があります。
・単位習得後にプランニングシートを作成し実技写真審査を受けます。
・実技写真審査料：16,200 円 内訳：実技審査料 15,000 円＋税
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■登録認定

・写真審査に合格すると２級合格です。
・登録料は 2 年間 21,600 円 内訳：登録料 20,000 円＋税です。
・2 年後の更新登録料 10,800 円 内訳：更新登録料 10,000 円＋税/2 年間
以降 2 年ごとに 10,000 円＋税です。
・登録料払込確認後、認定証と資格証を交付します。

■認定講師

認定講師名

教室所在地

認定講師名

教室所在地

鈴木 佐貴子

盛岡市（岩手県）

斉ノ内 みずほ

長岡京市（京都府）

石井 登子

仙台市（宮城県）

阪口 恵子

大山 昌子

仙台市（宮城県）

中條 達子

仙台市（宮城県）

土田 彩華

大阪市・京都市・中央区

本柳 清子

福島市（福島県）

松尾 洋子

大阪市・渋谷区

大阪市・東京都・札幌市・
姫路市・九州

荒井 よう子

高崎市（群馬県）・新宿区

松下 久美子

豊中市・吹田市（大阪府）

栗原さち世

前橋市（群馬県）

松村 果

高槻市(大阪府)・京都市

氏家 正子

市川市（千葉県）

山田 久枝

畑辺 由美

白井市（千葉県）

安達 美千代

神戸市（兵庫県）

生方 美智子

練馬区

木村 富貴子

宝塚市（兵庫県）

江上 栄子

新宿区

落合 なお子

大阪市（開校準備中）

長尾 典子

西宮市（兵庫県）

コーディネート部門の受付は
行っておりません

草尾 賀子

兵庫県 (開校準備中)

港区・名古屋市（愛知県）

最所 養子

岡山市（岡山県）

市頭 たつ子

広島市 (広島県)

浜 裕子

足立区

福島 雅代

港区（開校準備中）

島内 陽子

徳島市 (徳島県)

若松 雅代

杉並区

幸崎 節子

松山市・今治市（愛媛県）

和崎 恵子

港区

福田 里美

松山市（愛媛県）

ひがし きよみ

川崎市（神奈川県）

八木 なほ子

久留米市（福岡県）

岡本 牧

岐阜市（岐阜県）

中島 紀代子

佐賀市 (佐賀県）

松井 由紀美

蒲郡市（愛知県）

福田 雅子

佐賀市 (佐賀県）

山崎 初美

名古屋市（愛知県）

本田 和子

熊本市 (熊本県）

沢泉 栞

富山市・魚津市（富山県）
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（2017 年４月現在）

第 11 回ＴＡＬＫ食空間コーディネーター２級資格事前講習会
試験のための講習会を下記２会場で実施いたします。
「TALK 食空間コーディネーター・テキスト
２級」に基づき TALK 認定講師が具体的にわかりやすく解説いたします。
（事前講習会を受講さ
れた方の合格率は高いです）

■講 習 会
受 付

・講習会申込書に必要事項を記入し、振込を証明する書類（コピー可、控えは必ず
お持ちください）を貼付して切取り、封書でお送りください。（送り先は裏表紙
に記載）
・ホームページからダウンロードした場合も同様に必要事項を記入し、振り込みの
書類を貼付し封書でお送りください。
・受付確認後講習会受講証（郵便はがき）を返送いたします。

■受付期間

2017 年 7 月 3 日（月）～ 各会場日程の１週間前事務局到着分まで受付

■講 習 料

・21,662 円（講習料 21,600 円（税込）＋受講票返送はがき代 62 円）
・３ページ記載の銀行にお振り込み下さい。
・受験料と合わせて振り込まれる場合は、受験願書の裏にその旨を記入してくだ
さい。

■講習会場

東 京 会 場：(株)大広会議室（詳細は 6 ページ）
2017 年 10 月１日（日） 10：00～16：45（予定）
大 阪 会 場：新大阪丸ビル新館（詳細は 7 ページ）
2017 年 9 月 10 日（日） 10：00～16：45（予定）

■持参する物

TALK 食空間コーディネーター・テキスト ２級、筆記用具、受講証

◆ 協会企業会員・協会個人会員とは
NPO 法人食空間コーディネート協会会員企業の社員と、協会個人会員の正会員・賛助会員のことをいい
ます。
個人正会員は年 20,000 円、個人賛助会員は年 5,000 円の会費で、入会には入会金がそれぞれ 20,000 円と
5,000 円が必要です。※資格保有者は入会金が免除されます。
企業会員については事務局までお問い合わせください。

ＴＡＬＫ食空間コーディネーター・テキスト２級
(最新版：2012 年 7 月 24 日発行の改訂版)
・試験はすべてこのテキストから出題されます。
・申込みはテキスト申込書でお申し込みください。
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東 京 会 場
試験会場
● 試験日 2017 年 10 月 29 日（日）14：00 ～16：00
● 会 場

(株)大広 ６階

603・604 会議室

〒107-6107 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル 6 階
電話 03-5822-1090（協会事務局）
● 持参するもの 受験票、筆記用具

講習会会場
● 講習日 2017 年 10 月１日（日） 10：00 ～16：45（予定）
● 会 場

(株)大広 ６階

603・604 会議室

● 講習会時間割
TALK 食空間コーディネーター資格制度について

10：00 ～10：05
10：05 ～11：55

１．食卓文化編

11：55 ～12：55

（昼食休憩）
２．テーブルウェア編

12：55 ～14：45

（休 憩）

14：45 ～14：55
14：55 ～16：40

３．色彩・コ―ディネート・卓育編

(※時間割は予定です。変更する場合がありますので予めご了承ください)
● 持参するもの：TALK 食空間コーディネーター・テキスト２級、筆記用具、受講証
※会場内での飲食可（ごみは各自お持ち帰りください）
会場案内図
最寄駅 ： 東京メトロ 千代田線 赤坂駅 ３b 出口より７分
※東京メトロ赤坂駅は赤坂見附駅ではありませんのでご注意下さい。
入館方法 ： 大広（だいこう）本社ビルは当日休日の為１階南口からお入り頂き、入館
の際入口の警備員に食空間コーディネート協会の講習会・試験に出席
する旨を伝え６階にお越しください。

地下鉄出
口３ｂ

大広本社
赤坂ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙｼﾞﾝｸﾞ
ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ赤坂

１階南口
ｻﾞ･ﾋﾞｰ赤坂
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大 阪 会 場
試験会場
● 試験日 2017 年 10 月 29 日（日）14：00 ～16：00
● 会 場

新大阪丸ビル新館 4 階 406 号室
〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島 1 丁目 18－27
電話 06-6321-1516

● 持参するもの：受験票、筆記用具

講習会会場
● 講習日 2017 年 9 月 10 日（日）10：00 ～16：45（予定）
● 会 場

新大阪丸ビル新館 ４階 406 号室

● 講習会時間割
TALK 食空間コーディネーター資格制度について

10：00 ～10：05
10：05 ～11：55

１．食卓文化編

11：55 ～12：55

（昼食休憩）
２．テーブルウェア編

12：55 ～14：45

（休 憩）

14：45 ～14：55
14：55 ～16：40

３．色彩・コ―ディネート・卓育編

(※時間割は予定です。変更する場合がありますので予めご了承ください)
● 持参するもの：TALK テーブルコーディネーター・テキスト２級、筆記用具、受講証
※会場内での飲食可（ごみは各自お持ち帰りください）
会場案内図

・JR「新大阪駅」より徒歩 3 分
７

新大阪駅

新大阪丸ビル新館
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◆ お申込みお問合わせ先

NPO 法人食空間コーディネート協会
TALK 資格試験事務局
〒103-0004 東京都中央区東日本橋２－24－12 東日本橋槇町ビル ８Ｆ-B
Tel. 03-5822-1092

Fax. 03-5822-1093

メール table@talk-tcs.gr.jp

ホームページからもダウンロードできます http：//www.talk-tcs.gr.jp

資格をお取になる前に食空間コーディネート協会の会員になられることをお勧めし
ます。
（申し込み方法、特典などは TALK 資格試験事務局へお問い合わせください）

