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2018 年 10 月 5 日 

 

各 位 

一般社団法人 骨格スタイル協会 

 代表理事 師岡朋子 

 

【 協会制度変更のお知らせ 】 

 

 

初秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます。 

平素より本協会運営に関しまして格別のご高配を賜りまして誠にありがとうございます。 

 

2013 年の協会設立以降、各種メディアで紹介いただき協会の講師や資格取得者の方々の活躍が広がり

ました。骨格スタイル分析や協会の知名度も大きく変化する中で、このたび講座や協会制度の変更を行

う運びとなりましたのでお知らせいたします。 

 

この数年で協会や資格に関する知名度が高まり、資格取得者への社会からの期待も高まり責任も大き

くなっております。協会といたしましては、資格取得者の皆様が継続的に骨格スタイル分析の知識やノ

ウハウをスキルアップし続けることができるよう協会の体制を強化すること、また、協会理念である「似

合うファッションをより多くの方が楽しめる社会の実現」に向けての活動を推進するべく各種制度につ

いての見直しと改善を行うこととなりました。何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

-------------------------------------------- 

1 資格名称の変更について 
-------------------------------------------- 

 

当協会が認定する「骨格スタイルアドバイザー®」とは、一人一人の体型の個性に応じた似合うファッ

ション提案を行うための骨格スタイル分析®の手法と 100 人 100 通りのアドバイスの知識やスキルを学

んだ方と明確に定義してまいります。 

 

 骨格スタイル分析®は、骨格診断の 3 タイプ分類のノウハウをベースとしており、骨格スタイルアド

バイザー2 級認定講座では骨格診断の知識を含め 3 タイプの体型分類と似合うファッションアイテムや

アドバイスの基礎について学んでいただけます。しかしながら、似合うファッション提案を行うにあた

って、３つのタイプに分類して提案するだけでは限界があると同時に一人一人の個性にフィットしたス

タイリング提案にならなくなってしまうという課題が生じます。 

 

 そこで、骨格スタイル協会では、協会設立当初から文化服装学院の文化・服装形態機能研究所にも協

力いただき、協会独自の調査研究活動を行ってまいりました。体型の特徴を３つのタイプに分類するだ

けではなく、似合うファッション提案を行うにあたって必要となるボディ分析のフォーマットを独自に

作成のうえ、一人一人の個性をとらえ、悩みに寄り添い、好きな服やトレンドも自分らしく取り入れる

ための“似合わせ”ができるファッション提案手法として改善に改善を重ねてまいりました。 

 また、そうした当協会独自の研究活動や取り組みやわかりやすい提案ノウハウがあったからこそ、こ

れまで多くの企業様で導入いただき、資格取得者の皆様の活動の場が広がったと感じております。 

 

 協会としましては、資格取得者の活躍の場が広がるにつれ、骨格スタイルアドバイザー2 級取得者と 1

級取得者の名称を分別すべきだということが課題として挙がっておりました。骨格スタイルアドバイザ

ー2 級の資格取得者と骨格スタイルアドバイザー1 級資格取得者の間には、体型分析や似合うファッショ

ン提案の知識やスキルにおいても大きな差があること、また、協会が本質的に提唱していきたい“似合

わせ”を行うための「骨格スタイル分析®」のスキルを持った方は 1 級取得者であります。サービスやア

ドバイスを受ける一般の方が明確に認識できること、また、保有スキルや知識の違いを資格名称からも

正確に伝えるべく、協会として資格名称を下記の通り変更することといたしました。 
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骨格スタイルアドバイザーは、一人一人の体型の個性に寄り添い、ファッションをより一層楽しみた

いというニーズにこたえ、世界中にあふれるファッションをその方の体型の個性に「似合わせ」るスキ

ルとノウハウを持つスペシャリストです。一人一人の顔や性格が異なり、似合うファッションが異なる

ことを前提として、よりパーソナルな似合うファッション提案を行ってまいります。 

 

 

つきましては、2019 年 4 月 1 日より以下の通り各認定講座受講後、協会の認定試験合格者の資格名称が

変更となり、それぞれのステージに応じて活動内容にガイドラインを設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「骨格スタイルアドバイザー」とは 

・骨格スタイル分析を行い、似合うファッションを楽しむための 

アドバイスを行うスペシャリストです。 

・骨格スタイルアドバイザーとして、商業活動を行うことができる 

 

 

 

 

 

「ジュニア・骨格スタイルアドバイザー」とは 

・骨格診断と同様、体型の特徴に応じて 3 タイプの分析と 

簡易アドバイスを行う 

・分析を含めたセミナーの開催や個人コンサルティングの 

 価格について別途ガイドラインを設けます。 

 

  

【１級講座の受講資格】 

２０１９年４月１日より、1 級認定講座を受講するには、「ジュニア・骨格スタイルアドバイザー」取得

後に 30 人以上の分析経験が必要となります。（1 級認定講座お申込みの際にご申告いただきます） 

 

※今回の各種変更に伴い、2 級取得者以上を対象としたフォローアップ講座や１級認定講座の受講キャ

ンペーンを行います。詳細につきましては、別途ご案内いたします。 

 

 

 
  

◆1 級認定試験合格者の資格名称 

「骨格スタイルアドバイザー」 

 

◆2 級認定試験合格者の資格名称 

「ジュニア・骨格スタイルアドバイザー」 
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------------------------------------------------------------------------ 

2 資格更新制度（会員制度）の導入について 
------------------------------------------------------------------------ 

 

 これまで、骨格スタイルアドバイザー2 級の資格は永久資格としておりましたが、2019 年 4 月 1 日よ

り 1 年に 1 度の会員資格の更新が必要となります。 

 

 昨今、骨格スタイル分析や似合うファッション提案に対する社会からのニーズが一層高まる中、2 級の

資格を取得してそれきりになるのではなく、社会環境やトレンドも変化する中、有資格者の皆様が日々

知識やスキルをブラッシュアップし続けることが必須だと判断し、骨格スタイルアドバイザー2 級の資

格についても年に一度更新することといたします。 

 

 また、協会としまして資格の更新制度を設けると共にフォローアップ講座を設け現在資格を持ってい

る方が最新の情報を得る機会を設定するとともに、継続的に骨格スタイル分析や似合うファッション提

案の知識やスキルをブラッシュアップする体制整備に努めてまいります。今後、資格取得者のレベルを

一定に保ちより多くの方に正しい知識や似合うファッションの楽しみ方をご提供するためにも必須だと

判断し、今回の制度変更に至りました。 

 

 また、会員資格や年会費については下記のような形となります。 

  

 

◆会員資格◆  

 

1：「準会員」は骨格スタイルアドバイザー2 級有資格者であり、本協会の趣旨に賛同する個人で本協会

会員規約に同意したもの 

 

2：「正会員」は骨格スタイルアドバイザー1 級有資格者である個人で本協会会員規約に同意したもの 

 

◆年会費◆  

 

準会員 7,200 円（非課税）（月額 600 円・一括納入のみ） 

 

正会員 12,000 円（非課税）（月額 1,000 円・一括納入のみ） 

 

・毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末までを 1 期としております。 

・会員の更新は毎年 1 月から 3 月末が会員更新月、期間中に更新されない場合は退会扱いとなります。 

・一度退会され、再入会される場合は再入会金（10,000 円・年会費とあわせての一括納入となります）

が必要となります。また審査がございます。 

 

◆1 級資格更新ポイントについて◆ 

 

2019 年 3 月 31 日をもって、現在の 1 級資格更新ポイント制度は終了いたします 

 

◆会員特典について◆ 

 

本書面の末尾にてご案内しております 

 

◆会員規約・会費納入方法・更新手続き方法について◆ 

 

詳細につきましては、11 月頃にご案内をさせていただきます。 

また移行期間中（2018 年 9 月～2019 年 3 月）に 1 級更新の予定の方へも別途ご案内をいたします。 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 骨格スタイルアドバイザー認定講座 講座費用の改訂について 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

骨格スタイル協会ではより講座のクオリティを高めるべく、講座テキスト及び資料の改訂や 2 級認定講

座の実技試験導入を行ってまいりました。 

今後も、骨格スタイル分析の分析フォーマット改訂をはじめ講座体制やフォローアップ体制の強化を図

るに伴い、2019 年 4 月 1 日以降開講の講座より、下記の通り講座費用を改訂いたします。（金額はすべ

て税抜き表示となります） 

 

◆2 級認定講座◆ 

【現在】 【改訂後】

入会金 10,000円 入会金 10,000円

受講料　 100,000円 受講料　 120,000円

教材費・試験料 10,000円 教材費 8,000円

試験料　 5,000円

合計 120,000円 合計 143,000円  
 

※合格後、認定料 7,000 円・年会費（7,200 円の月割）をお支払いいただくことで、「ジュニア・骨格ス

タイルアドバイザー」として資格を認定いたします。 

 

◆1 級認定講座◆ 

【現在】 【改訂後】

受講料　 120,000円 受講料　 120,000円

教材費 8,000円 教材費 15,000円

試験料　 10,000円 試験料　 12,000円

合計 138,000円 合計 147,000円  
 

※再試験料は 10,000 円となります。 

※合格後、認定料 10,000 円及び年会費（12,000 円の月割・正会員と準会員の会費差額分にて計算） 

をお支払いいただくことで、「骨格スタイルアドバイザー」として資格を認定いたします。 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 実技試験導入（2016 年 10 月）前に 2 級認定試験に合格された方につきまして 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

骨格スタイル分析のスキルの統一のために、実技試験導入前に 2 級認定試験に合格された方には 

資格更新条件として「フォローアップ講座の受講」と「実技試験の合格」が必須となります。 

 

該当の方へは別途ご案内をいたします。 

 

※フォローアップ講座は実技試験導入後に 2 級認定試験に合格された方も受講することは可能です 
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----------------------------------- 

5 支部活動について 
------------------------------------ 

 

アドバイザー同士の交流を目的といたしまして、骨格スタイル協会では各エリアにおける支部活動をよ

り活性化してまいります。 

 

【支部について】 

 

当協会の会員の方につきましては、居住する都道府県や地域の支部をはじめ各支部の活動に参加してい

ただけます。 

 

 

・北海道・東北支部： 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 

 

・関東支部： 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 

 

・中部支部： 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 

 

・関西支部： 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 

山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

 

・九州支部： 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 

 

・海外支部： 海外でご活躍のアドバイザーの方が対象となります 

 

 

 

それぞれの支部ごとに Facebook グループを作成して、ランチ会などを随時開催してまいります。 

 

※それぞれの支部ごとにご案内を送らせていただきます。 

 

※2019 年 4 月以降支部への参加は会員登録をされた方のみとさせていただきます。 

 

 

以上 
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骨格スタイル協会 会員特典 
◆正会員  年会費 12,000 円（非課税）（月額 1,000 円・一括納入のみ） 

  

・ 
骨格スタイルアドバイザーと名乗り、商業活動をする権利（名刺や各種プロフィールに所有資格と

して掲載可能） 

・ 骨格スタイルアドバイザーバッジ（1級認定試験合格時にお渡しします）をつけての活動が可能 

・ 
協会ホームページ骨格スタイルアドバイザー紹介ページへの無料掲載（写真掲載希望の場合は別途

年額 3,000円が必要となります） 

・ 協会オリジナルコンテンツを発信するための上位講座の受講が可能 

・ 会員向けメールマガジンの配信 

・ 会員のみが参加できるコミュニティ（SNSグループ）への参加 

・ 講座のアシスタントや、分析モデルの参加が可能 

・ 協会オリジナルウェブバナーの使用権（ご自身のホームページやブログにて使用可能） 

・ メンバーズクラブや勉強会への参加権（割引適用の場合もあり） 

・ 協会イベントなどへの参加権 

・ ツール、オリジナルグッズの会員価格での購入権 

・ 各地のアドバイザーと交流ができる支部活動（シェアコミュニティ）への参加権 

・ その他協会が別途定める権利 

 

◆準会員  年会費 7,200 円（非課税）（月額 600 円・一括納入のみ） 

 

・ 
ジュニア・骨格スタイルアドバイザーと名乗り、活動をする権利（名刺や各種プロフィールに所有

資格として掲載可能） 

・ 会員向けメールマガジンの配信 

・ 会員のみが参加できるコミュニティ（SNSグループ）への参加 

・ 講座のアシスタントや、分析モデルの参加が可能 

・ 協会オリジナルウェブバナーの使用権（ご自身のホームページやブログにて使用可能） 

・ メンバーズクラブや勉強会への参加権 

・ 協会イベントなどへの参加権 

・ ツール、オリジナルグッズの会員価格での購入権 

・ 各地のアドバイザーと交流ができる支部活動（シェアコミュニティ）への参加権 

・ その他協会が別途定める権利 

・毎年 4月 1日から翌年 3月末までを 1 期としております。 

・会員の更新は毎年 1月から 3月末を会員更新月とし、期間中に更新されない場合は退会扱いとなります。 

・一度退会され、再入会される場合は再入会金（10000円・年会費とあわせての一括納入となります）が必要となりま

す。また再入会にあたっては協会の審査がございます 

上記特典につきましては 2019年 4月 1日より有資格者を対象として運用の予定となっております。（変更の可能性もご

ざいます 
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【制度変更についての Q&A】 
 

 

 

◆なぜいま講座制度の変更が行われるのですか？ 

 

2013 年の協会設立以降、各種メディアで紹介いただいたり講師や資格取得者の活躍が広がったりした

中で骨格スタイル分析や協会の知名度も大きく変化しました。社会での知名度が高まり、資格取得者へ

の社会からの期待も責任も大きくなる中で、資格取得者が継続的にスキルアップし続けることができる

協会の体制の強化と協会理念である似合うファッションをより多くの方が楽しめる社会の実現に向けて

の活動推進に向けて、講座制度の見直しを行いました。 

 

 

 

 

◆ジュニア・骨格スタイルアドバイザーの資格は仕事には役立てられないのですか？ 

 

ジュニア・骨格スタイルアドバイザー取得のための骨格スタイルアドバイザー2 級認定講座は、骨格診

断の 3 タイプの体型分類と似合うファッションアドバイスの知識とスキルが学べる講座です。3 タイプ

分類の知識だけでも、アパレル販売やスタイリストをはじめ似合うファッション提案の仕事には提案の

軸づくりとしてお役立ていただけることと思います。 

しかしながら、人の体の特徴は一人一人異なり 3 タイプ分類だけでは似合うファッション提案に限界が

出てきてしまうことも実感されることになるかと思いますので、お一人お一人の体型の個性に応じた似

合うファッションアドバイスを行うにあたっては、骨格スタイルアドバイザー1 級認定講座を受講して

いただき、協会独自の体型分析と似合うファッション提案を行う 4 つの軸による分析フォーマット「骨

格スタイル分析」のノウハウと、好きを叶えるための『似合わせ』提案手法についてぜひ学んでいただ

けたらと思っております。 

 

 

 

 

◆今現在 2 級を取得し、骨格スタイルアドバイザーとして仕事をしていますが更新しない場合、できな

くなることは何でしょうか？ 

 

2019 年春の資格更新を行わない方については、「骨格スタイルアドバイザー」や「ジュニア・骨格スタ

イルアドバイザー」の資格名を名乗ることができなくなります。 

ファッションに関する情報は日々アップデートされ、時代もトレンドもめまぐるしく移り行く中で、協

会としては講座で学んだだけではなく資格取得後も知識やスキルをブラッシュアップし続ける方の活動

を応援してまいります。 

各エリアでの支部活動やフォローアップ講座や仕事にいかすためのスキルアップ講座なども順次アップ

デートしていきますので、ぜひ資格を更新したうえで協会の仕組みや学びの場を活用していただき似合

うファッションの楽しみを社会で発信し仕事のステージを広げていただければと思います。 
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◆過去（実技試験導入以前・2016 年 10 月以前）に資格を取得したのですが、フォローアップ講座を受

講しないと資格を継続できないのですか？ 

 

当協会の骨格スタイルアドバイザー2 級認定講座では、2016 年 10 月以降に実技試験を導入し、資格取

得者のスキルのクオリティ管理に努めております。協会として講座の内容もアップデートされているこ

ともありますので、このたびの更新制度導入に伴い、実技試験を受けていない方を対象としたフォロー

アップ講座と実技試験を実施いたします。2016 年 10 月以前に骨格スタイルアドバイザー2 級認定講座

を受講された方については、資格更新にあたりまして必ずフォローアップ講座を受講したうえで実技試

験を受けていただく必要があります。 

 

 

◆集められた会費は何に使われるのでしょうか？ 

 

これまでも、2 級以上の資格取得者や講師の方々を対象としてメンバーズクラブの勉強会や各種セミナ

ーなどを開催してきましたが、表参道の本部教室での開催が中心となってしまい各地で活動する方への

フォロー体制の強化が大きな課題となっておりました。このたびの会費導入に伴い、動画コンテンツに

よるフォロー体制の強化や各エリアでの支部活動の活性化を行い、講師やアドバイザーの方々のスキル

アップや交流の場の創出と推進に努めてまいります。 

 

 

 

◆試験合格後、認定料を支払わないと資格は与えられないのでしょうか？ 

 

資格の認定にあたっては、認定料を収めていただいた方に協会発行のディプロマを発行し、資格を認定

いたします。 

 

 

 

 

 

 


