
ファッションビジネス科 
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●日商リテールマーケティング（販売士）検定1～3級
●ファッションビジネス能力検定2・3級
●ファッション販売能力検定2・3級
●色彩検定2・3級
●サービス接遇検定2・3級
●全経文書処理能力検定1～3級
●POP広告クリエイター技能審査試験
●全経簿記能力検定2・3級
●ナチュラルビューティスタイリスト検定
●環境カオリスタ検定 　など

販売スタッフ
マーチャンダイザー
ビジュアルマーチャンダイザー
バイヤー
プレス
ショップ店長(店舗マネージャー)
ショップ経営
ECサイト制作・管理
など

目指す職業 取得可能な資格

ファッションビジネス科の強み
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販売ビジネス科ファッションアドバイザーコースが販売ビジネス科ファッションアドバイザーコースが
ファッションビジネスに特化した新学科として独立！ファッションビジネスに特化した新学科として独立！

業界に直結した資格を最短で取得し、業界に直結した資格を最短で取得し、
就職活動を有利に！！就職活動を有利に！！

実際の職場を知る！ 企業と連携した特別カリキュラム！実際の職場を知る！ 企業と連携した特別カリキュラム！

これまでコースとして展開していた

ファッションアドバイザーコースを

「ファッションビジネス科」としてパ

ワーアップ！ よりファッション業界に特化

したカリキュラムを充実させたことで、

より深く学ぶことが可能となりました。

多くの企業様との連携により、

職場見学や現場の声に触れる

機会が豊富にあるのもポイン

ト。実際に勤務なさっている方

から現場のリアルを聞くことで、

より明確な将来像をイメージす

ることが出来ます。

株式会社オンワード「パーソナルカラー診断」 株式会社チュチュアンナ「店舗実習」

93.8% 75.8% 91.4% 67.2%
3級 2級

日商リテールマーケティング（販売士）検定

（80名/75名） （62名/47名） （58名/53名） （61名/41名）

ファッション販売能力検定

2018年～2023年卒業の
5年間累積

（受験者／合格者）

3級 2級
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専門店（アパレル） 商社（アパレル・服飾雑貨・貴金属） アパレル・服飾・雑貨・皮革製品 アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

株式会社パル
【BRAND】Kastane、CIAOPANICTYPY、3COINS

アニエスベージャパン株式会社
【BRAND】agnes b. 、agnes b. VOYAGE 他

株式会社ジュン
【BRAND】「ROPE PICNIC」「ROPE」「VIS」他

株式会社 ワールド
【BRAND】UNTITLED、OPAQUE.CLIP、TAKEO 

KIKUCHI、212KITCHEN STORE 他

ファッションが好き！ 
ファッションに興味がある人

何かが提案できる！
その感度を持った人

常に前向きのスタンスで、
向上心をもって能力を開発できる人

会社の方針を理解し、
経営参画意識と使命感を持てる人

ファッションに興味がある方 人とコミュニケーションを取ることが
好きな方

服、アート、カルチャーに
興味がある方

新しいチャレンジをすることが好きな方

人に笑顔になってもらうことが
好きな方

理想を持って、課題解決に取り組む人

失敗を恐れず、
新たなチャレンジを敢行できる人

考えながら行動し、
周囲を巻き込む力のある人

様々な人と、
コミュニケーションを取ることが好きな方

自分らしさを大切にしたい方

仕事を通して自分自身を成長させたいと
考える方

協調性を持って、
チームで目標に取り組むことができる方

ショップスタッフ
専攻

ファッションセンスや
コーディネート力を磨き、

アパレルショップのスタッフとして
スキルを習得。

ショップマネジメント
専攻

お客さまに信頼されるショップスタッフ、
将来のショップオーナー、バイヤー、プレス

マーチャンダイザーとして、
幅広いスキルを習得。

主な
就職先

旧販売ビジネス科
ファッションアドバイザーコース
2018年度～2022年度
卒業生実績

株式会社ファイブフォックス（販売職）
株式会社デコ（販売職）
株式会社ヤマダヤ（販売職）
株式会社イング（販売職）
株式会社ティンパンアレイ（販売職）
株式会社ヤングファッション研究所（販売職）
株式会社パル（販売職）
株式会社エスグルーヴ（販売職）
株式会社レイ・カズン（販売職）

株式会社ジュン（販売職）
株式会社コーエン（販売職）
株式会社キャン（販売職）
株式会社カワノ（販売職）
株式会社アバハウスインターナショナル（販売職）
株式会社ベイクルーズ（販売職）
株式会社マッシュホールディングス（販売職）
株式会社ケリングジャパングッチディビジョン（販売職）
株式会社ストライプインターナショナル（販売職）

株式会社ナイスクラップ（販売職）
株式会社ワールドストアパートナーズ（販売職）
株式会社聖林公司（販売職）
株式会社タカキュー（販売職）
株式会社イッセイミヤケ（販売職）
株式会社チュチュアンナ（販売職）
青山商事株式会社（販売職）
他多数

ファッションビジネス科の専攻ファッション業界のお仕事

業界が必要としている人物像

ショップ販売員
◆アパレル ◆雑貨 ◆各種量販店 など
お客様と直接接するため、お店の印象にも左右される存在です。接客スキルや
商品知識を持って販売業務を行います。

バイヤー
◆百貨店 ◆専門店 ◆スーパーマーケット など
時代のニーズ・流行を読取り、売れる商品を買付け・仕入れを専門で行いま
す。目利きや交渉力、計算力が重要となる業務です。

マーチャンダイザー
流行を予測し、そのシーズンの商品生産・仕入れの計画を立て、販売までの
トータルコーディネイトを行います。いかに在庫を抱えずに、設定期間・価格
で売り切るかが問われます。調査力や企画力、計算力が必要とされます。

店長（多店舗展開）
店舗の責任者として、主に商品管理、売場管理、スタッフ管理、売上管理、顧
客管理など、店舗運営の一切の責任を持ちます。管理能力（マネジメント力）
が最も問われ、そのためにスタッフとのコミュニケーションも重要になります。

プレス
企業やブランドの商品をより多くの人に知ってもらい、親しんでもらうための
広報活動を行います。マーケティングの基礎知識や多くの人の心を掴むため
の営業的知識・スキル・会話術やコミュニケーション能力が必要とされます。

オーナー・経営者
個人事業主となって、ショップの所有者兼店長として、店舗運営をします。自分
の資金で店舗物件を借り、仕入れ、販売、接客など、場合によってはスタッフ
の雇用も行います。

職種内訳

販売職

総合職
サービス職 5％

店舗プロデュース 2％
EC職 2％

勤務地

80%

11%
関東

25%

東北

66%

大阪 5％
名古屋 2％
北海道 2％
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•色彩能力検定2級
•サービス接遇2・3級
•文書処理能力検定（エクセル）1・2・3級

•リテールマーケティング（販売士）検定2・3級
•ファッション販売能力検定2・3級

•文書処理能力検定（ワード）
2・3級

実践型授業

実践型授業

ショップスタッフ

ショップマネジメント

資格取得

資格取得

ファッションワーク

ネットショップ運営

ユニバーサルサービス

ディスプレイ研究

POP広告クリエイター

ビジネス実務

広告デザイン

マーケティング・ビジネス ショップマネジメント

ファッションメーキング

業界・ブランド研究

カラーコーディネイト

サービス接遇

マテリアル
ファッション販売接客の基礎知識、スキルを学び、ロールプレイ

ングを行う実践型授業。マニュアルに沿った接
客だけではなく、独自の接客スタイルを身につ
け、実際の店舗でお客様へ接客します。

世界に一つだけの自分のオリジナルホーム
ページを作成し、ネットショップを運営します。
その後ショップ構築演習を経てプレゼンを実施
します。

高齢者、障がい者、聴覚障害者の方への理解
や接客方法やコミュニケーション手段（手話）
等を学びます。白杖、車いすを使用し、自ら体
験をします。

魅力的な店舗作りのための店内演出、商品
ディスプレイなど、視覚的に訴求する「見やす
く、選びやすく、買いやすい」売り場を総合的
に作っていくための知識を実習形式で習得。接
客技術も学びます。

店舗及びサービス機関におけるPOP広告を、販売促進ツー
ル・コミュニケーションツールと捉え、単なるレタリング技術
のみではなく、幅広いPOP広告作成能力を身につけます。

取得目標  POP広告クリエイター技能審査試験

企業の役割や責任と権限などを理解するとともに、効率
的な業務の進め方、問題解決、企画提案のための基本
的なコミュニケーション、情報活用の技法を習得します。

取得目標  全経文書処理能力検定（ワープロ・表計算）

文書作成や管理業務に必要なワード、エクセ
ル、パワーポイントや、ポスター、チラシ制作
に使うイラストレーターといった多種多様のPC
スキルを身につけます。

時代の流れと共に新しいタイプの小売業が
次々と登場しています。業態や企業の特徴、販
売政策、店舗レイアウト等、マーケティング戦
略も含めて、その特徴を分析・研究します。

商品知識のみならず、計数知識・販売接客マ
ナー・リサーチ力・空間演出・販売促進等の実
践的なショップ展開を学びます。

ファッションに関する基本的な知識と技術を習
得。スタイル画の描き方、ジャケットや帽子、ア
クセサリーや小物の制作をします。

流行や注目のブランド・ショップをリサーチ・分
析し、商品構成や店舗空間演出、接客につい
てその特徴を研究します。

ファッションには欠かせない配色についての
知識やトレンドについて学び、コーディネート
の参考にします。

取得目標  色彩検定

サービス業務に対する心構え、対人心理の理
解、応対の技術、口のきき方、態度、振舞など
を学び、おもてなしの心とかたちを育成します。

取得目標  サービス接遇検定

生地・素材について学びます。製品と生地の適
合性や穂材の特性・取扱等、トレンド情報と合
わせて身につけます。

ファッション販売の実務で必要とされる商品知
識、販売知識、接客技術などを習得します。

取得目標  ファッション販売能力検定

•就職活動強化期間
•店舗実習

•卒業式

1年次  資格取得カリキュラム
重要な資格・検定を1年次に集中することで、2年次の就職活動に余裕をもたせます。

ショップ運営
学生だけで、実際のお店を数日限定でオープン・運営します。
店舗運営・オペレーションに必要な一連の流れを実戦形式で学びます。

SDGsの取り組みとして衣類
等に関するリサイクルボック
スを設置しております。回収
した衣類等でコーディネート
をし、学校入り口に展示もし
ております。

Instagramで
活動の様子を公開中！！

•就職活動
•ネットショップ実務士補
•学校祭

•リテールマーケティング（販売士）
検定1・2・3級
•文書処理能力検定（エクセル・ワード）
2～3級

•リテールマーケティング（販売士）検定3級
•ファッション販売能力検定3級

•文書処理能力検定（エクセル）
2・3級
•ファッションビジネス能力検定
2・3級

•色彩能力検定3級
•ファッションビジネス能力検定3級
•文書処理能力検定（ワード）1・2・3級

•ファッション販売能力検定2級

•文書処理能力検定（ワード）1・2・3級
•POP広告クリエーター技能審査試験
•リテールマーケティング（販売士）検定2級

2年次  資格取得カリキュラム 
1年次で合格できなかった場合でも、2年次で再チャレンジ可能。希望企業への就職内定を目指す。

7月 8月

8月

6月

4月 7月 10月 2月6月

10月 11月

11月

12月 1月 2月 3月

3月

•夏休み
•自動車運転合宿免許（希望者）

•学校祭

•夏休み

時間割例

オリジナル実習「チャレンジショップ」

ショップスタッフ専攻（1年次）
時間 mon tue wed thu fri

1 9:00-
10:30 マテリアル ショップ

マネジメント
ファッション
ワーク

ビジネス
マナー ライフ

2 10:40-
12:10

ディスプレイ
研究

ファッション
販売

ファッション
ワーク

ファッション
メーキング

カラー
コーディネート

3 12:40-
14:10

ストア
オペレーション

ファッション
ビジネス

POP広告
制作 小売業の類型 ギフト

ラッピング

4 14:20-
15:50 マーケティング ビジネスソフト マーチャン

ダイジング
販売・
経営管理

5 16:00-
17:30

ショップマネジメント専攻（1年次）
時間 mon tue wed thu fri

1 9:00-
10:30 広告デザイン

ショップ
マネジメント ショップ運営 ビジネス

マナー ライフ

2 10:40-
12:10

ディスプレイ
研究

ファッション
販売 ショップ運営 ビジネス

実務
カラー

コーディネート

3 12:40-
14:10

ストア
オペレーション

ファッション
ビジネス

POP広告
制作 小売業の類型 ギフト

ラッピング

4 14:20-
15:50 マーケティング ビジネスソフト マーチャン

ダイジング
販売・
経営管理

5 16:00-
17:30

◆掲載科目は、授業の一例です。

カリキュラム │ 専攻間の隔たりなく、ほか専攻の授業が選択できる │

ギフトラッピング
販売員として、ショップサービスに不可欠である
ギフト需要に対応するため、多種多様なラッピ
ング技術やディスプレイへの応用を習得します。

リテールマーケティング（販売士）
売場主任、部課長など、売場を管理・監督する中堅幹部
クラスが対象。小売店舗経営の仕組みを理解し、小売
業の販売技術に関する専門的な知識を身につけます。

取得目標  日商リテールマーケティング（販売士）検定

マーチャンダイジング
顧客ニーズに合わせて、売れる商品を売れる
時に、売れる量だけ品ぞろえする方法を学びま
す。商品管路や販売分析でいつ、どれくらい、
どの商品が売れるか予測し、発注する仕組み
づくりを身につけます。
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•色彩能力検定2級
•サービス接遇2・3級
•文書処理能力検定（エクセル）1・2・3級

•リテールマーケティング（販売士）検定2・3級
•ファッション販売能力検定2・3級

•文書処理能力検定（ワード）
2・3級

実践型授業

実践型授業

ショップスタッフ

ショップマネジメント

資格取得

資格取得

ファッションワーク

ネットショップ運営

ユニバーサルサービス

ディスプレイ研究

POP広告クリエイター

ビジネス実務

広告デザイン

マーケティング・ビジネス ショップマネジメント

ファッションメーキング

業界・ブランド研究

カラーコーディネイト

サービス接遇

マテリアル
ファッション販売接客の基礎知識、スキルを学び、ロールプレイ

ングを行う実践型授業。マニュアルに沿った接
客だけではなく、独自の接客スタイルを身につ
け、実際の店舗でお客様へ接客します。

世界に一つだけの自分のオリジナルホーム
ページを作成し、ネットショップを運営します。
その後ショップ構築演習を経てプレゼンを実施
します。

高齢者、障がい者、聴覚障害者の方への理解
や接客方法やコミュニケーション手段（手話）
等を学びます。白杖、車いすを使用し、自ら体
験をします。

魅力的な店舗作りのための店内演出、商品
ディスプレイなど、視覚的に訴求する「見やす
く、選びやすく、買いやすい」売り場を総合的
に作っていくための知識を実習形式で習得。接
客技術も学びます。

店舗及びサービス機関におけるPOP広告を、販売促進ツー
ル・コミュニケーションツールと捉え、単なるレタリング技術
のみではなく、幅広いPOP広告作成能力を身につけます。

取得目標  POP広告クリエイター技能審査試験

企業の役割や責任と権限などを理解するとともに、効率
的な業務の進め方、問題解決、企画提案のための基本
的なコミュニケーション、情報活用の技法を習得します。

取得目標  全経文書処理能力検定（ワープロ・表計算）

文書作成や管理業務に必要なワード、エクセ
ル、パワーポイントや、ポスター、チラシ制作
に使うイラストレーターといった多種多様のPC
スキルを身につけます。

時代の流れと共に新しいタイプの小売業が
次々と登場しています。業態や企業の特徴、販
売政策、店舗レイアウト等、マーケティング戦
略も含めて、その特徴を分析・研究します。

商品知識のみならず、計数知識・販売接客マ
ナー・リサーチ力・空間演出・販売促進等の実
践的なショップ展開を学びます。

ファッションに関する基本的な知識と技術を習
得。スタイル画の描き方、ジャケットや帽子、ア
クセサリーや小物の制作をします。

流行や注目のブランド・ショップをリサーチ・分
析し、商品構成や店舗空間演出、接客につい
てその特徴を研究します。

ファッションには欠かせない配色についての
知識やトレンドについて学び、コーディネート
の参考にします。

取得目標  色彩検定

サービス業務に対する心構え、対人心理の理
解、応対の技術、口のきき方、態度、振舞など
を学び、おもてなしの心とかたちを育成します。

取得目標  サービス接遇検定

生地・素材について学びます。製品と生地の適
合性や穂材の特性・取扱等、トレンド情報と合
わせて身につけます。

ファッション販売の実務で必要とされる商品知
識、販売知識、接客技術などを習得します。

取得目標  ファッション販売能力検定

•就職活動強化期間
•店舗実習

•卒業式

1年次  資格取得カリキュラム
重要な資格・検定を1年次に集中することで、2年次の就職活動に余裕をもたせます。

ショップ運営
学生だけで、実際のお店を数日限定でオープン・運営します。
店舗運営・オペレーションに必要な一連の流れを実戦形式で学びます。

SDGsの取り組みとして衣類
等に関するリサイクルボック
スを設置しております。回収
した衣類等でコーディネート
をし、学校入り口に展示もし
ております。

Instagramで
活動の様子を公開中！！

•就職活動
•ネットショップ実務士補
•学校祭

•リテールマーケティング（販売士）
検定1・2・3級
•文書処理能力検定（エクセル・ワード）
2～3級

•リテールマーケティング（販売士）検定3級
•ファッション販売能力検定3級

•文書処理能力検定（エクセル）
2・3級
•ファッションビジネス能力検定
2・3級

•色彩能力検定3級
•ファッションビジネス能力検定3級
•文書処理能力検定（ワード）1・2・3級

•ファッション販売能力検定2級

•文書処理能力検定（ワード）1・2・3級
•POP広告クリエーター技能審査試験
•リテールマーケティング（販売士）検定2級

2年次  資格取得カリキュラム 
1年次で合格できなかった場合でも、2年次で再チャレンジ可能。希望企業への就職内定を目指す。

7月 8月

8月

6月

4月 7月 10月 2月6月

10月 11月

11月

12月 1月 2月 3月

3月

•夏休み
•自動車運転合宿免許（希望者）

•学校祭

•夏休み

時間割例

オリジナル実習「チャレンジショップ」

ショップスタッフ専攻（1年次）
時間 mon tue wed thu fri

1 9:00-
10:30 マテリアル ショップ

マネジメント
ファッション
ワーク

ビジネス
マナー ライフ

2 10:40-
12:10

ディスプレイ
研究

ファッション
販売

ファッション
ワーク

ファッション
メーキング

カラー
コーディネート

3 12:40-
14:10

ストア
オペレーション

ファッション
ビジネス

POP広告
制作 小売業の類型 ギフト

ラッピング

4 14:20-
15:50 マーケティング ビジネスソフト マーチャン

ダイジング
販売・
経営管理

5 16:00-
17:30

ショップマネジメント専攻（1年次）
時間 mon tue wed thu fri

1 9:00-
10:30 広告デザイン

ショップ
マネジメント ショップ運営 ビジネス

マナー ライフ

2 10:40-
12:10

ディスプレイ
研究

ファッション
販売 ショップ運営 ビジネス

実務
カラー

コーディネート

3 12:40-
14:10

ストア
オペレーション

ファッション
ビジネス

POP広告
制作 小売業の類型 ギフト

ラッピング

4 14:20-
15:50 マーケティング ビジネスソフト マーチャン

ダイジング
販売・
経営管理

5 16:00-
17:30

◆掲載科目は、授業の一例です。

カリキュラム │ 専攻間の隔たりなく、ほか専攻の授業が選択できる │

ギフトラッピング
販売員として、ショップサービスに不可欠である
ギフト需要に対応するため、多種多様なラッピ
ング技術やディスプレイへの応用を習得します。

リテールマーケティング（販売士）
売場主任、部課長など、売場を管理・監督する中堅幹部
クラスが対象。小売店舗経営の仕組みを理解し、小売
業の販売技術に関する専門的な知識を身につけます。

取得目標  日商リテールマーケティング（販売士）検定

マーチャンダイジング
顧客ニーズに合わせて、売れる商品を売れる
時に、売れる量だけ品ぞろえする方法を学びま
す。商品管路や販売分析でいつ、どれくらい、
どの商品が売れるか予測し、発注する仕組み
づくりを身につけます。
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販売スタッフ

0:00

お客様対応

14:00

17:00
17:30

10:30 出勤

11:0013:00
インスタ用の商品、
コーデ撮影12:00 

18:00

19:00

20:00

販売から
SNSまで

幅広く担当する
1 日

入荷処理

お客様対応など

昼食

SNS投稿
ブログ
作成
休憩

1日のレポートまとめ
退勤

卒業生の職場での 1日

ただ販売するだけじゃないからおもしろい。
自分を磨くことや提案も重要な仕事です。
私がいま勤務しているのは、“自分たちのお気に入りのVintage”を

テーマとしたコンセプトショップ。そこで接客からレイアウトの変更、イ
ンスタ用の撮影など日々多くの業務を行っています。人から見られる
仕事なので、自身のスタイリングやヘアスタイルには常に気を配って
モチベーションをアップさせています。インスタの投稿を見て買いにき
てくださるお客様も多く、とてもやりがいを感じています。

小出 康太さん
株式会社ベイクルーズ ベイクルーズストア 名古屋

Oriens JOURNAL STANDARD 勤務
［愛知県名古屋市］

ファッションビジネス科 ファッションアドバイザーコース 
2020年度卒業

宮城県 小牛田農林高等学校出身

色彩の授業で得た知識を大きな武器に。
感性をプラスして販売につなげていく。
アパレル業界への憧れから選んだのが本校です。多くの卒業生が有
名企業で活躍されていることが決め手でした。どの授業の内容も現場
で役立っていますが、とりわけ色彩の知識を吸収できたことは自分の武
器になりました。コーディネートを組む上でカラー感覚がつかめるように
なっただけではなく、自分なりの感性をプラスすることもできるように。販
売にもつながっており、学びの大切さを実感しています。

入社
1年目の
ワタシの1日

入社
5年目の
ワタシの1日

カラーの知識や接客マナー、縫製などの
専門知識まで幅広く活かされています。

めまぐるしく緊張感のある毎日。
ファッションへの熱い想いが原動力。

お客様に当社のファッションをご提案するにあたり、基本的なカラー
の知識や接客マナー、縫製の特徴やアパレルとしての専門知識が活
かされています。ロールプレイングの授業でカラーの話をしたら先生
に評価していただいたことがあり、とても自信になったことを覚えてい
ます。また、店長として店舗マネジメントに携わっている今では、売り
場のレイアウトや販売ビジネス全般の知識の大切さも実感しています。

出勤後は、昨日の売れ筋や動向を素早くチェック。月に1度の店長会
がある日は、前月の売上報告や入荷してくる新作の商品紹介、今後の
戦略といったさまざまな情報を交換し、すべてを店に持ち帰ります。入
社時と最も違うのは、お店を任せてもらっていることに対する大きな責
任。緊張感のある毎日ですが、私たちの提案を通してお客様にファッ
ションを楽しんでいただけることに、一番のやりがいを感じています。

熱海 ねねさん
株式会社パル 勤務

GALLARDA GALANTE OUTLET
三井アウトレットパーク木更津
［千葉県木更津市］

販売ビジネス科 ファッションアドバイザーコース 2017年度卒業
宮城県 聖和学園高等学校出身

販売スタッフ・店長

0:00

店頭業務

店頭業務

15:00

16:00

10:00 出勤

11:00
朝礼

12:00 

18:00

19:00

20:00
21:00

店長として
マネージメント
を行う
1 日

諸情報チェック、会議

昼食

終礼

店長業務

退勤
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販売スタッフ

0:00

お客様対応

14:00

17:00
17:30

10:30 出勤

11:0013:00
インスタ用の商品、
コーデ撮影12:00 

18:00

19:00

20:00

販売から
SNSまで

幅広く担当する
1 日

入荷処理

お客様対応など

昼食

SNS投稿
ブログ
作成
休憩

1日のレポートまとめ
退勤

卒業生の職場での 1日

ただ販売するだけじゃないからおもしろい。
自分を磨くことや提案も重要な仕事です。
私がいま勤務しているのは、“自分たちのお気に入りのVintage”を

テーマとしたコンセプトショップ。そこで接客からレイアウトの変更、イ
ンスタ用の撮影など日々多くの業務を行っています。人から見られる
仕事なので、自身のスタイリングやヘアスタイルには常に気を配って
モチベーションをアップさせています。インスタの投稿を見て買いにき
てくださるお客様も多く、とてもやりがいを感じています。

小出 康太さん
株式会社ベイクルーズ ベイクルーズストア 名古屋

Oriens JOURNAL STANDARD 勤務
［愛知県名古屋市］

ファッションビジネス科 ファッションアドバイザーコース 
2020年度卒業

宮城県 小牛田農林高等学校出身

色彩の授業で得た知識を大きな武器に。
感性をプラスして販売につなげていく。
アパレル業界への憧れから選んだのが本校です。多くの卒業生が有
名企業で活躍されていることが決め手でした。どの授業の内容も現場
で役立っていますが、とりわけ色彩の知識を吸収できたことは自分の武
器になりました。コーディネートを組む上でカラー感覚がつかめるように
なっただけではなく、自分なりの感性をプラスすることもできるように。販
売にもつながっており、学びの大切さを実感しています。

入社
1年目の
ワタシの1日

入社
5年目の
ワタシの1日

カラーの知識や接客マナー、縫製などの
専門知識まで幅広く活かされています。

めまぐるしく緊張感のある毎日。
ファッションへの熱い想いが原動力。

お客様に当社のファッションをご提案するにあたり、基本的なカラー
の知識や接客マナー、縫製の特徴やアパレルとしての専門知識が活
かされています。ロールプレイングの授業でカラーの話をしたら先生
に評価していただいたことがあり、とても自信になったことを覚えてい
ます。また、店長として店舗マネジメントに携わっている今では、売り
場のレイアウトや販売ビジネス全般の知識の大切さも実感しています。

出勤後は、昨日の売れ筋や動向を素早くチェック。月に1度の店長会
がある日は、前月の売上報告や入荷してくる新作の商品紹介、今後の
戦略といったさまざまな情報を交換し、すべてを店に持ち帰ります。入
社時と最も違うのは、お店を任せてもらっていることに対する大きな責
任。緊張感のある毎日ですが、私たちの提案を通してお客様にファッ
ションを楽しんでいただけることに、一番のやりがいを感じています。

熱海 ねねさん
株式会社パル 勤務

GALLARDA GALANTE OUTLET
三井アウトレットパーク木更津
［千葉県木更津市］

販売ビジネス科 ファッションアドバイザーコース 2017年度卒業
宮城県 聖和学園高等学校出身

販売スタッフ・店長

0:00

店頭業務

店頭業務

15:00

16:00

10:00 出勤

11:00
朝礼

12:00 

18:00

19:00

20:00
21:00

店長として
マネージメント
を行う
1 日

諸情報チェック、会議

昼食

終礼

店長業務

退勤
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