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私はインテリアコーディネーターの試験で、独学で一次試験は一昨年前

に合格していましたが二次試験はどのように勉強していけばよいか全く

分からないまま二次試験を受験いたしました。結果は、制限時間３時

間で全て図面を完成させることができずに不合格で終わってしまいまし

た。２回目はどうしても合格したいと思っていましたが、図面については

何が正解で何が減点になるかすら分からなかったので高松校に会社の

方の勧めもあり一緒に受講させていただきました。

講座では、毎回過去問題や予想問題１回分をして不安な箇所や減

点箇所を正木先生や鵜篭先生に教えていただき、また毎回宿題が出

るので、それを自宅で図面を書いて次の講座で見ていただくというスタン

スでやっていきました。それを続けることで、図面を書くスピードが速くな

り、時間内に全て完成させることがだんだんできるようになりました。やは

り、どれだけポイントを押さえて図面を沢山書くかで二次試験は決まると

思います。

結果発表まで本当に不安でしたが、正木先生、鵜篭先生並びに高松

校の皆様、本当にありがとうございました。

現在不動産の営業をしております。住宅をご提案するにあたって、

構造体はもちろん、インテリアまで幅広い質問内容がお客様から尋

ねられます。まだ経験の浅いうちはお調べしますという回答で良いか

も知れませんが、すぐにその場でご提案や回答ができるようになりた

いと強く思うようになり、自分の引出しを増やす為、またキャリアアッ

プの為にインテリアコーディネーターの資格を目指すことにしました。

私は昔から独学で勉強することがとても苦手で、強制的に追い込ま

れてやるタイプです。もちろん今回も、自分でスケジュールを立てて

計画的に…とは意思が弱い為自信がなく、初めからスクールの力を

借りることにしました。色々スクールを探すにあたって、DVD講座など

も検討しましたが、絶対私は眠くなる…いずれはサボってしまう…と

思い、これまた実際に先生が直接教えてくれる高松校に決めまし

た。講義がスタートした当初は、まだ日にちもあるし、とのんびり構え

ていて授業以外では勉強していませんでした。その代わり、欠席だ

けは絶対しないようにしました。ただこの資格は意外に出題範囲が

多岐にわたり、お盆があけた頃から、少し焦りだし授業以外でも勉

強するようになりました。（もちろん家では誘惑が多くできなかったの

で図書館やカフェを利用しました。）最初の模擬試験は勉強が足

りず残念な判定でしたが、知識が増えるごとに、模擬試験の点数も

目に見えてアップして、そこから楽しくなっていきました。先生が二人

いらっしゃるので、2次試験の時はダブルで指導してもらえたのがすご

く良かったですし、とても心強く励みになりました。絶対大丈夫って

言っていただける安心感はやはり独学では得られないので…私は精

神的にもやる気を持続させてもらえました。自分ではなかなか追い

込めない方、私のように一夜漬けタイプの方、独学では不安な方

はとてもおすすめできる講座かと思います。仕事との両立は大変で

したが受かるとやっぱりとても嬉しいです。これを機に、また次の資格

取得もチャレンジしようと思っています。

正木先生、鵜篭先生のおかげで合格できました。

受講してよかったです、本当にありがとうございました。

インテリアコーディネーターの試験を受けるにあたって、高松校に通うこと

にした理由は仕事をしながらの勉強になる為、自己学習だけでは忙し

さなどを言い訳にして十分な勉強が出来ないと思ったからです。

もう一つ、高松校に決めた理由があります。それは講師による教室での

授業があったからです。ほかの学校も候補にはあったのですが、ＤＶＤ

のみを視聴する学習方法で、それでだけでは自己学習とあまり変わら

ないなと思い、教室授業がある高松校に決めました！実際通ってみ

て、教室での授業があったことが合格につながったと思いました！分から

ないことを先生に質問出来たり、先生が応援してくれているから諦めず

に頑張れたりしました。自分一人で、家で勉強していたら、やる気のモ

チベーションを最後まで保つことも出来なかったと思います。

「正木先生」「鵜篭先生」には大変お世話になりました。一から勉強す

る私に、優しく丁寧に教えてくださり本当にありがとうございました。仕事

をしながらの勉強は大変でしたが、最後まで諦めずがんばって良かった

です。

毎週通っていた授業が終わってしまって今では少し寂しいです・・・。

また何かの資格をとるときには、高松校にお世話になりたいと思います。

ありがとうございました。

一昨年は独学で勉強を進め、二次試験では見直しの時間が

取れないほど余裕がなく結果は不合格でした。学校に行くことも

悩みましたが、「今年こそは資格をとりたい」と心に決め、DVD

講義だけでなく講師による生講義がある高松校に決めました。

学校に通ってよかったと思うことは、講義のなかで課題を行いな

がら、不安なことをその場で先生に質問できたことです。独学の

ときは何が正解なのかを解答例から調べる時間が必要でした

が、宿題で分からないことがあったときは、次の講義で質問を

し、解決することができました。論文も添削してもらえたことで、

自信につながったように思います。

そして今回の試験では、見直し時間を確保することができまし

た。学校に通いながら時間感覚も得ることができていたのだと思

います。なにより同じ目標に向かって勉強する仲間がいたこと

や、先生方からの背中を押してくれるような言葉があったことで

更に前向きに頑張れました。合格することができ、本当に嬉しい

です。本当にありがとうございました。

　　E・Uさん　 　　N・Tさん　

　　吉川
ヨシカワ

　綾
アヤ

稀
キ

子
コ

さん　 　　S・Oさん　

～ 1次試験合格者全員2次試験に合格しました！ ～

祝
おめでとうございます。
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■使用教材

全国平均を大幅にこえる合格率！！ さらに Webフォローが標準装備！

１次対策コース 5/17(火) 18回 ¥125,000 ①～⑥

２次対策コース 10/14(金) 14回 ¥105,000 ⑦ ⑧

教材

総合コース 5/17(火) 32回 ¥199,000 ①～⑧

※説明会・無料体験・個別相談をされた方には、入会金3,000円免除券をプレゼント！！

■コース概要
開講日：令和4年5月17日(火)～11月29日(火)　約6か月 平日夜クラス

時間：18:30～21:30（3.0時間）※詳細は日程表を参照してください。

コース 開講日 回数
受講料(税込)

入学金3,000円が必要

19:00～20:00 　18:30～21:30 平日 　　 11：30～20：00

鵜篭先生・正木先生 正木先生 鵜篭先生・正木先生 土日祝　 10：00～17：30

4/20(水) 5/10(火) 5/17(火) 10/14(金)
☎ 087-822-3313

個別相談は、随時実施中。

穴吹カレッジキャリアアップスクール高松校

説明会 無料体験 お問い合わせ

講師が語る！インテリアコーディネーターの

魅力と勉強方法
1次対策 2次対策

資料請求・説明会・体験・申込はHPが便利！

http://www.aek.jp/

① インテリアコーディネーター1次試験合格教本第12版 上巻

② インテリアコーディネーター1次試験合格教本 第12版 下巻

③ まとめてわかるインテリアコーディネーター テーマ別用語辞典

④ インテリアコーディネーター１次試験過去問題徹底研究2022 上巻

⑤ インテリアコーディネーター１次試験過去問題徹底研究2022 下巻

⑥ インテリアコーディネーター１次試験 予想問題徹底研究2022

⑦ インテリアコーディネーター 2次試験 過去問題徹底研究2022 

⑧ インテリアコーディネーター 2次試験 予想問題徹底研究2022

★二次試験に持ち込み可能な製図用道具

直定規（３０㎝以内）、三角定規、円定規、三角スケール、字消板

色鉛筆（１２色以内）、製図用ブラシ、製図用シャーペン、消しゴム

※製図用道具は、受講料に含まれておりません。開講後、講師より説明があります。

フォロー付

※2022年版の教材を使用します。

第1弾キャンペーン

4月30(土)まで￥199,000 ￥189,000

※穴吹学園の卒業生の方は、通常受講料の30％OFFでお申込みいただけます。

第2弾キャンペーン

5月17(火)まで￥194,000

いつでも・どこでも・何度でも！

Web講義が受講できる！

欠席フォロー・復習用として活用できる！

￥199,000

2年連続‼



4/20(水)

5/10(火)

授業日程
DVD

視聴開始日
講師 授業日程 講師

1 5/17(火) 5/22(日)～ 19 10/14(金)

2 5/24(火) 5/29(日)～ 20 10/18(火)

3 5/31(火) 6/5(日)～ 21 10/21(金)

4 6/7(火) 6/12(日)～ 22 10/25(火) 鵜篭

5 6/14(火) 6/19(日)～ 23 10/28(金) 正木

6 6/21(火) 6/26(日)～ 24 11/1(火) 鵜篭

7 6/28(火) 7/3(日)～ 25 11/4(金) 正木

8 7/12(火) 7/17(日)～ 26 11/8(火) 鵜篭

9 7/19(火) 7/24(日)～ 27 11/11(金) 正木

10 7/26(火) 7/31(日)～ 28 11/15(火) 鵜篭

11 8/2(火) 8/7(日)～ 29 11/18(金) 正木

12 8/9(火) 8/14(日)～ 30 11/22(火) 鵜篭

13 8/23(火) 8/28(日)～ 31 11/25(金) 正木

14 8/30(火) 9/4(日)～ 32 11/29(火)
正木

鵜篭

15 9/6(火) 9/11(日)～ 12/4(日)予定

16 9/13(火) 9/18(日)～

17 9/20(火) 9/25(日)～

18 9/27(火) 10/2(日)～

10/9(日)予定

後半模擬

総合模擬

1　次

本試験
本試験のお申し込みは各自でお願いします。

DVD視聴時間帯
土日祝は、④の時間帯はございません。

予約制です。当日受付はできません。

予約・キャンセル等は、ネットからお願いします。

【予約可能時間】

・翌日の予約→平日20:30まで土・日・祝17:30まで

・翌日以外の予約→2週間先まで24時間予約可能。

① 9:30 ～ 12:30

②12:30 ～ 15:30

③15:30 ～ 18:30

④18:30 ～ 21:30

実践問題⑫

実力テスト 実践問題⑬

環境

鵜篭

実践問題⑭

設備
2　次

本試験
本試験のお申し込みは各自でお願いします。

インテリア販売・家具金物

インテリアグリーン

前半模擬

正木

実践問題⑧

構造・施工① 実践問題⑨

構造・施工② 実践問題⑩

構造・施工③ 実践問題⑪

構造・施工④＋法規

照明・色彩造形

鵜篭

実践問題④

材料① 実践問題⑤

材料② 実践問題⑥

材料③ 実践問題⑦

1

次

試

験

対

策

インテリア計画①

正木

2

次

試

験

対

策

実践問題①

正木

鵜篭
インテリア計画② 実践問題②

ウインドウトリートメント 実践問題③

■教室授業　18:30～21:30（3.0時間）

通算回数 内　容 通算回数 内　容

Ｒ4年

目　標
インテリアコーディネーター日程表 高松校

下記日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承願います。 Ver.1

説明会

★担当講師による無料説明会★　鵜篭先生・正木先生

　 インテリアコーディネーターの魅力と勉強方法

　 19:00～20:00

　※ご参加いただくと入会金3,000円免除券をプレゼント！

2022/3/3現在

〒760-0024 高松市兵庫町5-2 TEL 087-822-3313 FAX 087-811-3671

体 験 体 験



申込希望コース（お申込み内容に該当する選択欄に○印をご記入ください。）

開講日 選択欄

5/17(火)

5/17(火)

10/14(金)

□ 入学金免除

ー

合計

性別

男　 ・ 　女

受講料のお支払い方法を選択してください。

　備考欄

□ □ 開講日配布希望

□

□

②1次試験合格教本第12版　下巻

③テーマ別用語辞典 ※①～③以外の教材は、授業後半で配布いたします。

支払い方法

□銀行振込　　□持　参　　□カード決済　　□教育ローン(分割払い)

※教育ローン：支払い回数は6～36回の間で選べます。

 　ご希望の方はお問い合わせください。（受講料が5万円以上）

①1次試験合格教本第12版　上巻

住　　　　　　所

〒　　 　　　 　－　　　 　   　　　

電　話　番　号

勤  務  先

                                                                                                    勤務先連絡不可の方はチェックして下さい→　□　　

フ  リ  ガ  ナ 生 年 月 日

受 講 者 氏 名
　　        年　　     　月　　       日 (

歳)

その他割引 □早割　□穴吹卒業生割引30％OFF　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

※受講料に消費税(10%)が含まれております。

※穴吹卒業生割引をご利用の場合は、修了証書など証明ができる書類をご持参ください。

円　

申込者欄

１次対策コース（全18回） ¥125,000

２次対策コース（全14回） ¥105,000

入  学　金 ￥3,000（本校の講座を初めて受講の方のみ） ¥3,000

TEL：087-822-3313  　お申し込み窓口 平日11：30～20：00　土日祝 10：00～17：30

申込欄

インテリアコーディネーター 受 講 料（税込み）

総合コース（全32回） ¥199,000

インテリアコーディネーター講座 受講申込書 (通学用）
１.受講申込書の必要事項をご記入後、下記まで持参、FAXまたは郵送にてご提出ください。

２.FAXまたは、郵送の方には、後日お申込方法などが記載された「受講確認書」を郵送いたします。

※WEBからお申し込みをされた場合は、この申込書の提出は不要です。

　申込ＦＡＸ ： 087-811-3671
〒760-0024　高松市兵庫町5-2

（会社等） （会社等）（自宅） （自宅）

電話（ ）

裏面『お申込に関しての注意事項』、『校内規定』、
『個人情報の取扱いについて』を確認し同意します。

令和 年 月 日

署名

西 暦

切

り

取

り

線



注意事項をご確認の上、お申し込みくださいますようお願いいたします。

【お申込みに関しての注意事項】

１【お申込方法について】

当校ではデビッドカードでのご入金はできません。

なお、銀行振込の場合は、当校指定の金融機関でのお取り扱いとなります。

２　【受講料等について】

(１)　講座受講お申込み後における解約･返金についてのお取扱い

ア　講座開始日前の解約･返金について

（ア）　講座開始日（注１）前であれば、理由の如何を問わず、お客様からのお申

し出により解約・返金させていただきます。

（イ）　原則として、受領済み受講料の全額を返金いたしますが、返金処理にかかる

銀行振込手数料はお客様負担とさせていただきます。

（ウ）　入会金は初期登録手数料のため、返金の対象とはなりません。

（エ）　お受取になった教材類は、返金時までに全てご返却いただきます。その際の送

料は、お客様負担とさせていただきます。なお、教材類に折目・書込みなどの破損・汚損

がある場合につきましては、当校所定の価格表に基づき返金額より控除いたします。

イ　講座開始日以後の解約･返金について

　講座開始日以後、健康上の理由、経済上の理由、その他個人的な理由により、申

込者またはその法定代理人が、継続的な受講を困難または不可能と判断した場合に

は、お申し出ください。当校所定の書類を提出いただいた時点をもって、お申し出があっ

たものとみなし、受講料の預かり金処理、受講コース・受講形態等の変更または解約・

返金させていただきます。なお、当該お申し出の期間は下記ウの受講期間の最終日か

ら一月前までといたします。

ウ　上記イのお申し出により、解約・返金する場合の返金額は、受領済み受講料に受

講期間（注２）に占める当該受講期間から下記に掲げる経過月数（注３）を控除

した月数の割合を乗じて計算した金額を控除した金額（以下、「未受講料相当額」と

いう）から、解約手数料としての未受講料相当額の20%に相当する金額（上限５

万円）を控除した残額（10円未満の端数は切捨て）といたします。

 〈算式〉受領済み受講料×(受講期間－経過月数)／受講期間＝未受講料相当額

未受講料相当額－未受講料相当額×20%(上限５万円)＝返金額

エ　上記ア（ウ）に定める入会金のお取扱いは、講座開始日以後の解約・返金の場

合についても準用いたします。

オ　上記イのお申し出により、預かり金処理、受講コース・受講形態等の変更をする場

合のお取扱いは、解約手数料に関する部分を除き、上記ウの算式を準用いたします。

なお、これにより受講料に不足金が生じた場合には差額をお支払いいただきます。また、

預かり金処理、受講コース・受講形態等の変更後に、解約・返金する場合の返金額

は、上記ウの算式に基づき、解約手数料を控除した残額(10円未満の端数は切捨て)

といたします。

(注１)講座開始日

教室講座の場合は登録クラス開講日、個別DVD講座の場合は第1回講義視聴開始

日、通信講座の場合は初回発送日

(注２)受講期間

①教室講座は、登録クラスの第1回講義日の属する月から、最終講義日の属する月ま

での期間(月数)といたします。

②個別DVD講座は、第1回講義視聴開始日(同日より後にお申込みの場合は、申込

日)の属する月から、最終講義視聴開始日の属する月までの期間(月数)といたします。

③通信講座は、第1回発送日の属する月から、最終発送日の属する月までの期間(月

数)といたします。

④上記①、③に定める期間は、途中入学の場合も同様といたします。

(注３)経過月数

①教室講座は、登録クラスの第1回講義日の属する月から解約の申立日の属する月ま

での月数

②個別DVD講座は、第1回講義視聴開始日(同日より後にお申込みの場合は、申込

日)の属する月から解約の申立日の属する月までの月数

③ 通信講座は、発送予定表第1回発送日の属する月から解約の申立日の属する月

までの月数

④上記①、③に定める月数は、途中入学の場合も同様といたします。

(注４)金額は全て消費税込みの金額といたします。

３【教育ローンについて】

教育ローンは、当校指定の信販会社をご利用いただけます。当校提携ローンを利用し

てお申込みいただいた場合、取扱金融機関の審査があります。審査の結果、ご希望に

添いかねる場合もございます。なお、取扱金融機関の審査がおりず、入学を断念される

場合、この間の授業の出席およびテキスト等の使用については、相当額をご負担してい

ただきます。

４【自習室について】

自習室をご利用いただけるのは高松校通学生の方に限ります。通信生及び他校生の

方はご遠慮ください。また、高松校通学の方でも申込コースによってはご利用できない場

合がございます。詳細はお問い合せください。

自習室の席数には限りがございます。ご理解の上、ご利用ください。

５【講座運営について】

雪、台風等の風水害・ストなどによって交通機関が一部マヒした場合でも、当日出席す

る方のために講義を行う場合があります。休講となった場合は、振替授業を行います。

講義実施の有無は当校ホームページにてご確認ください。

６【通学について】

自動車通学：当校施設内の駐車は一切禁止します。近隣の有料駐車場をご利用く

ださい。

自転車・自動二輪(原付含)通学：所定の場所に駐輪してください。

※自動二輪・自転車とも施設内での運転はできません。

７【その他】

講座・クラスによっては定員になり次第、申込みを締め切らせていただく場合があります。

申し込みが一定数に満たない場合は開講を見送る場合がございます。

８【規約の変更】

当注意事項は予告なく変更することがあります。

平成２８年２月１日施行

 


【校内規定】

〔趣旨〕　受講生は、より良い学習環境を実現するため、以下の諸規定について十分留意し、またこれを遵守しなければならない。

　　　　下記の項目に準じた行為であっても当校からの指導に対して本人の行動に改善が見られない場合は除籍等の処置をとることがある。

① 校内においては礼節ある言動に心がけ、決して他の受講生および講師に迷惑をかけてはならない。

② 受講に関わる教材やＤＶＤ等を第三者に譲渡または貸与してはならない。

③ 教室内では私語など他の受講生の妨げとなる行為の一切を禁じる。必要と認める場合には、職員が退室を求めることができる。また校舎およびその周辺では授業及び公務の妨

げとなるような行為をしない。

④ 他の受講生に不安を与える行為は禁止する。特に、暴力に及ぶ行為は如何なる事情であろうと一切禁止する。

⑤ 教室において、あらかじめ自己又は他人の席を取るためにテキスト・カバン等の物を置くことを禁止する。また、２時間以上の離席はしない。

⑥ 入講希望者であっても、当校の判断で受講に不適当と見做された場合には入講を認めないことがある。

⑦ 会員証は常に携帯し、講師・職員が必要と認めた場合は速やかに提示すること。携帯していない場合は、教室施設の利用及び受講ができないこともある。

⑧ 会員証は本人のみに有効であり、他人へ譲渡または貸与してはならない。

⑨ 各講座とも出席率８割以上かつ、修了認定試験７０％以上の者を修了者とする。教育訓練給付制度利用希望者については、当校より修了証明書を発行する。

⑩ 本規定に違反する行為があった場合、もしくは当校受講生として品位に欠けたり信用を失墜させるような非違行為があった場合、たとえ入講後であっても除籍・入講権利の剥奪

等の処置をとることができる。

                                                   　　　　　　　　　　　　　　　    【個人情報の取扱いについて】
１． 受講申込みに伴いご提供いただいた個人情報は、当校の個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳密に管理いたします。

２． 個人情報は、当校が提供するサービスに関してのみ使用します。

３． 個人情報はお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供することはありません。（法令等により開示を求められた場合を除く。）

４． 個人情報の開示、訂正、削除については、以下の窓口までご相談ください。

個人情報に関する問合せ窓口　aek1@aek.jp
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