特定非営利活動法人

日本繊維商品めんてなんす研究会

理事長

受講生募集のごあんない 定員 10 名

シミ抜き・色かけ が
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ラクになる、楽しくなる。

染み抜きに使用する薬剤・技法は日々進化。
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中村 美和子

名

生産性が高く、お客様にご納得いただける
しみ抜き技術を学びませんか？

染み抜き・色かけ Basic 講習
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参加費

13:00 開始
16:30 終了

有限会社 SPK

開催日
全 6 日程
2022 年

代表

第1回
第４回

7/28（木）

全 6 回開催のご案内
第２回

10/27（木）

8/25（木）

第５回

第３回

12/22（木）

9/29（木）

第６回

門井 雅文 講師（TeMA 理事），TeMA 理事陣

1/26（木）

2023 年

JR 総武線 飯田橋駅徒歩 5 分 東京都文京区後楽 2-3-10
白王ビル（日本クリーニングセンター） 2F ホール会場

全６回分 TeMA 会員企業 11 万円 /1 名（会員外企業 22 万円 /1 名）
ZOOM でのリモート参加は会員企業 5 万 5 千円
※材料費込

会員外 11 万円

※リモートの場合、認定試験・資料・試験サンプルなどの配布はありません

★2 年目再受講は上記価格の半額となります

google map

講師 / 門井 雅文 先生（理事） 有限会社 SPK 代表
TES 会をはじめ、日本各地の衣類製造・クリーニングに関わる企業への指導実績があり
指導先の染色や縫製工場から得たノウハウや薬剤を取り入れながら、
「染み抜きを楽しく、ラクにする」を心がけてクリーニング現場に落とし込んでいます

※参加申込みは事前振り込みの確認が取れた時点で申込み完了となります

昨年度の
聞いてみました！

※参加者が５名以下の場合は中止する場合がございます
染み抜きに対して自信 がつき、恐怖心が

なくなりました。講義以外でも困ったときに
講師の先生が親身に教えてくれます。

T・K さん

染み抜き歴 15 年

A・S さん

染み抜き歴半年

染み抜きの基本の重要性が理解できました！

落ちなかったシミの原因や、その後のリカバリー等が

分かり日常の業務が大きく変わりました

講座スケジュール
カリキュラム
第1回

1 回 3 時間 30 分のカリキュラムで、講義：1 時間 30 分、実技：2 時間となります。

講義には「筆記用具」「染み抜き相談をしたいお品物」をご用意の上ご参加ください。

全 6 回修了後に筆記・実技試験を行い、合格された方には「認定証」をお渡しします。

失敗しない染み抜きの基本知識

◇シミのメカニズム（構造）について

◇染み抜きの問題点「なぜ色が抜けるのか、なぜ生地が傷むのか」

◇正しい道具の使い方（超音波機、シルクガン、蒸気ガン、バキューム機等）
第２回

シミと繊維の関係、繊維と薬品の関係について

◇染み抜き剤の種類と正しい使い方
◇中和と中性の違いについて

◇漂白剤の種類と正しい使い方

◇PH（ペーハー）の知識と繊維の関係

◇取れないシミと取れにくいシミの違いとは
第３回

特殊染み抜き

◇カーボン除去、移染処理、カビ取り、過マンガン酸カリの使用方法について
◇染み抜きから色かけへの流れ（漂白処理から色かけ）
第４回

染色補正（色かけ）の基本知識

◇染料の種類について

◇筆・ハケの種類と正しい使い方

◇同系色と反対色の原理について
第５回

◇色の作り方

染色補正（色かけ）について

◇色の付け方（筆、ハケ、ピースガン、バインダーの使い方について）
◇白化のもどし修正

◇日焼けなどの黄変修正の仕方
第６回

染み抜きの品質管理と生産管理について

◇品質基準と距離的検品基準
◇現場で多い染み抜き事故例

参加される方への注意事項（コロナ禍と人数制限のため）

※参加費はお申込みと同時にご送金ください。送金が確認でき次第申込み完了となります。
※振込手数料はご負担ください。

※会場の都合上、参加人数は 10 名とさせていただきます。定員になり次第募集終了となります。

※人数限定のためキャンセルになった場合の返金は致しかねます。代理の方の出席をお願いします。
※TeMA 講習パスチケットをご使用の場合は 1 回に付き 1 枚消費、ZOOM のみの参加となります。
※新型コロナウイルス対策のため、感染者の増加状況により中止することがあります。

※入室時に検温とアルコール消毒を実施します。会場内ではマスクの着用をお願いします。

※当日に発熱や咳などの症状がある方は参加をお控えください。また代理で参加される場合はご連絡ください。

お申込書は別紙をご確認ください

【お振込先】みずほ銀行

飯田橋支店（普通）2537046

特定非営利活動法人

【お問い合わせ】NPO 法人 日本繊維商品めんてなんす研究会（通称：TeMA）
東京都文京区後楽 2-3-10 白王ビル 5F

TEL/03-3811-5821

日本繊維商品めんてなんす研究会

FAX/03-3811-5822

Email/

tema@tema.jp

特定非営利活動法人

日本繊維商品めんてなんす研究会

受講生募集のごあんない

理事長

中村 美和子

オンライン限定

無料 でお試し受講できます！

定員 10 名

時から
7/28（木）13
15 時まで

短期集中

1 日限定

少人数制

染み抜きと色かけが
身につく講座
染み抜きの少し先、色かけまで出来る
ようになると染み抜きの技術は
大きく進歩します。
現場で多い染み抜きの事例を習得して
明日から変わる実践的な染み抜き講座です。

染み抜き・色かけ Basic 講座

全６回開催のご案内
修了時には お店に飾れる
「認定証」がもらえます！

こんな方にぜひ！！

昨年大好評！

2022 年度
受講生募集！
7 月スタート
全 6 回のコース

◆染み抜きの知識を改めてしっかり学びたい
◆これまで染み抜きには力を入れてきたけど
色かけの技術を身に付けたい
◆これから染み抜きを学びます
◆実務だけでなく知識を学びたい
◆最新で効率的な手法を学びたい

指導は

有限会社 SPK

代表 門井雅文 講師

黄変のしみ抜きだけではなく、
「特殊しみ抜き」
「色かけ（色補正）
」もしっかり指導！
現場で即活かせる

昨年度の

売上・顧客満足アップ 講習！

少人数で基本から学ぶことができ、

皆で互いを高め合い成長していく
事がこの講座の良いところだと思います。

M・H さん

聞いてみました！

染み抜き歴 20 年
染み抜きをこれから学びたい初心者ですが、
こちらの講習では

色かけの技術を学んだことで、

H・H さん

染み抜き歴５年

多少の色抜けを気にせず、

自信をもって染み抜きができるようになった

マンツーマン で

親切丁寧に教わり、楽しく学べました！

Y・E さん

染み抜き歴 1 カ月

詳しくは裏面をご覧ください

TeMA

染み抜き・色かけ Basic 講座

申込締切：7/7(木)
■会社名

FAX

全6回

申込書

：０３－３８１１－５８２２

E- mail ： t e m a @ t e m a . j p

[

■受講生氏名 [

] 会社 TEL[

]

] 受講生 TEL[

]

Email ｱﾄﾞﾚｽ [

@

]

※Email ｱﾄﾞﾚｽは大きめの字でご記入ください。※受信拒否アドレスの解除をお願いします（tema@tema.jp）

■参加方法

会場

[ □ TeMA 会員 11 万円

/ □ TeMA 会員以外 22 万円 ]

オンライン [ □ TeMA 会員 5.5 万円 / □ TeMA 会員以外 11 万円 ]
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※2 年目再受講 全 6 回
単回受講

会場 [ □ TeMA 会員 5.5 万円

/ □ TeMA 会員以外 11 万円 ]

オンライン [ □ TeMA 会員 2.75 万円

/ □ TeMA 会員以外 5.5 万円 ]

□7/28（木）□8/25（木）□9/29（木）□10/27（木）□12/22（木）□1/26（木）

会場 （会員 1.1 万円/会員外 2.2 万円） オンライン（会員 1.1 万円/会員外 2.2 万円）
無料お試し受講

□

（7/28（木）13:00～15:00 オンラインのみ）

■具体的な染み抜きの事例等で習得したいものがありましたらお書きください。
（例

シルクブラウスの脇黄変除去方法

）

TeMA 会員以外の方 お支払い方法は、申込書提出時にお振込みください。

［〒
※領収書をご希望の方は送り先住所をご記入ください。

宛て ］

参加される方へ注意事項（コロナ禍と人数制限のため）
※参加費はお申込みと同時にご送金ください。送金確認ができて申込完了といたします。
※振込手数料はご負担ください。

※会場の都合上、参加定員１０名とさせていただきます。定員になり次第募集を終了します。
※人数限定のため、キャンセルは返金致しません。代理の方の参加をお願いします。

※TeMA 講習パスチケットをご使用の場合は、１回一枚 ZOOM 参加とさせていただきます。
※新型コロナウイルス対策のため、感染者の増加状況により中止することがございます。

※入室時に検温とアルコール消毒を実施します。マスクをお持ちいただき、会場では着用をお願いします。
※当日、発熱や咳などの症状がある方は参加をお控えください。代理の参加者をご連絡ください。

※全講座パスチケットで参加できますが、人数が多い場合は見学のみ個別指導なしとさせていただきます。
【お振込先】みずほ銀行 飯田橋支店（普通）2537046

特定非営利活動法人 日本繊維商品めんてなんす研究会

【お問い合わせ】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

