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NPO法人日本繊維商品めんてなんす研究会（TeMA）
 東京都文京区後楽 2-3-10 白王ビル 5F   TEL 03-3811-5821 Fax 03-3811-5822  Email tema@tema.jp

普段の業務につながる基本を学ぶことが出来ます。
「工場では、なぜ生産性を追いかけるのか？」
「機械・温度・ 洗剤・乾燥方法・プレス」など、
知っているようで知らないことがいっぱいを
知るだけでも気持ちが楽になるのでは？
ウィルスから身を守るために衛生についても
勉強します。

時          間　１３：３０～１６：３０ 　　
参   加   費　７７，０００円（税込）
参加方法　 オンライン : Zoomミーティングルーム
                        会場 : 東京都文京区後楽 2-3-10 白王ビル
　　　　       2Ｆ 日本クリーニングセンターホール・5ＦＴｅＭＡ会議室

工場スタッフ育成コース
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＊ 各回講習会後のミニテストでしっかり内容が身に付く！
＊ 10 月と 11 月は会場かオンラインか参加方法を選ぶことができます。
＊ご希望の方に Zoomマニュアルお送りいたします。

第 2回　【取扱品の特徴とリスク】　西山  誠先生
　　　　天然繊維・化学繊維・染色（染料・顔料）・アパレル用語・
　　　　ミニテスト

第 1回　【生産の心構え】　中村美和子講師　杉崎香苗講師
　　　　接客の基本・検品指導・絵表示、ミニテスト　

第 3回　【洗　浄】　田村嘉浩講師
　　　　分別と前処理・ランドリー・　ドライ・ウェット・特殊品・
　　　　溶剤・洗剤・機材、ミニテスト

第 6回　【シミ抜き】　小山真介講師
　　　　シミ構造、シミ鑑別、シミ抜き実践 　修了試験 

第 4回　【衛生管理】　斎藤健太郎講師
　　　　衛生法規・公衆衛生・クリーニング業法・事故事例・
　　　　クリーニング事故賠償基準、ミニテスト 
　　
第 5回　【仕上げ】　小野  孝講師　杉崎  智講師
　　　　仕上げの原理・仕上げ機・動画視聴、アイロン指導、
　　　　実技テスト 

第 1 回 6 月 2 日 ＜営業の心構え＞接客の基本、基本動作、検品指導、絵表示、傾聴、店舗での活か
し方、ミニテスト 杉崎香苗理事 ｵﾝﾗｲﾝ
第 2 回 7 月 7 日 ＜クリーニングと加工知識＞家庭洗濯と商業洗濯、ワイシャツの洗い・仕上げ、
ドライクリーニング、ランドリーとウェット各種加工、店舗での活かし方、店舗での活かし方ミニテスト 
志村講師 ｵﾝﾗｲﾝ
第 3 回 8 月 4 日 ＜ファッションと特殊品の知識＞デザイン的見極め、工程別見極め、時代別
ファッションとディテール、特殊品「皮革毛皮」、「寝具・カーテン・カーペット」、「靴・BAG・帽子」、店
舗での活かし方ミニテスト 杉崎香苗理事 ｵﾝﾗｲﾝ
第 4 回 9 月 1 日 ＜法律とクレーム対応＞消費者を守る法律、自分や会社を守る法律、クレーム対
応の基本、クレームを未然に防ぐ、座学修了試験 武藤高晴弁護士 ｵﾝﾗｲﾝ
第 5 回 10 月 6 日 実践ポイント、傾聴、課題発見、ニーズ 中村理事長
杉崎香苗理事他 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ
ＴｅＭＡ会議室
第 6 回 11 月 10 日 個人ロープレ、実技評価 中村理事長
杉崎香苗理事他 ｵﾝﾗｲﾝ

※お申込書は裏面です

2022年
新設講座

＊ご希望の方に Zoomマニュアルお送りいたします。

知れば仕事が楽しくなる！全 6回シリーズ！

工場に勤務する方の基礎講座！！
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時　間　
　　１３：３０～１６：３０ 
参加費　
 　　７７，０００円（税込）
会　場　  
　◇Zoomミーティングルーム
　◇東京都文京区後楽 2-3-10
    　　　　　　　　白王ビル
         2Ｆ 日本クリーニング
　             センターホール　　  
        5ＦＴｅＭＡ会議室

各回講習会後の
ミニテストで
しっかり内容が
身に付く！

第 2回　【取扱品の特徴とリスク】　西山  誠先生
　　　　天然繊維・化学繊維・染色（染料・顔料）・
                 アパレル用語・ミニテスト

第 1回　【生産の心構え】　中村美和子講師
　　　　接客の基本・検品指導・絵表示、ミニテスト　

第 3回　【洗　浄】　田村嘉浩講師
　　　　分別と前処理・ランドリー・ドライ・ウェット・
                  特殊品・溶剤・洗剤・機材、ミニテスト

第 6回　【シミ抜き】　小山真介講師
　　　　シミ構造、シミ鑑別、シミ抜き実践 　修了試験
＊参加方法を 会場かオンラインか選ぶことができます。 

第 4 回　【衛生管理】　斎藤健太郎講師
　　　　衛生法規・公衆衛生・クリーニング業法・
                 事故事例・クリーニング事故賠償基準、
                ミニテスト
　　
第 5回　【仕上げ】　小野  孝講師　杉崎  智講師 
　　　　仕上げの原理・仕上げ機・動画視聴、
                 アイロン指導、 実技テスト
＊参加方法を 会場かオンラインか選ぶことができます。 

＊ご希望の方に Zoomマニュアルお送りいたします。



工場スタッフ育成コース講習会申込書
< 全６回 >

■参加費について　参加費：７万７千円（税込）
※お申込み到着後、請求書をお送りいたします。ご入金確認後、お申込み完了となります。
※振込手数料はご負担ください。
※ご入金後のキャンセルはいたしませんのでご了承ください。
■注意事項
・資料につきましては、他の会議また研修・インターネット上での転用等は厳禁とさせていただきます。
・印刷また二次利用（その資料を他の方に送信・共有・自分の資料への掲載）も厳禁とさせていただきます。
以上、取り扱いには十分留意いただくようお願い申し上げます。

会社名

担当者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　＠ 

　　　　　　　　　〒

請求書　送り先

■受信拒否の解除をお願いいたします。（tema@tema.jp）

NPO 法人 日本繊維商品めんてなんす研究会（TeMA）
 東京都文京区後楽 2-3-10 白王ビル 5F   TEL 03-3811-5821 Fax 03-3811-5822  Email tema@tema.jp

参加者　氏名

参加者　所属／役職　　　　　　　　　　　　　　　　

参加者　勤続年数

参加者　メールアドレス                                      @

参加者　連絡先

Zoom マニュアル　　　　要 [　　　　] ／　不要　　[　　]

■日程・会場　第１回   6/16（木）オンライン　第２回   7/21   （木）オンライン　
　　　　　　　第 3回   8/18（木）オンライン　第 4回   9/15  （木）オンライン
　　　　　　　第 5回 10/20（木）オンラインもしくは日本クリーニングセンター 2F ホール　
　　　　　　　第 6回 11/17（木）オンラインもしくは TeMA5F 会議室　
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