
パーソナルカラー研究会発足からの活動記録

2021（令和3）年度活動 

◆講演会:	2021年11月28日　Web開催「4シーズン別	2022春夏	流行色メイク」名取瞳氏	

◆総会・研究発表会:	2022年(令和4年)3月5日Web開催		

「パーソナルカラー診断に関わる色素のデータ収集」「パーソナルカラー診断に使われている色名調査」	

　宮崎純子(パーソナルカラー研究会主査)	岩崎沙織、柏田昌子、堀川彩里(パーソナルカラー研究会幹事)	

◇研究成果の公表:	学会誌、ホームページ、facebook	に活動報告掲載		

◇勉強会:	「色素調査勉強会」7回開催　「色名調査勉強会」	10回開催	

◇幹事会:	8回開催	

2020（令和2）年度活動 

◆令和２年度研究会大会：　2020年12月13日Web開催	

「パーソナルカラー診断に使われている色名調査」	

宮崎純子（パーソナルカラー研究会主査）	岩崎沙織、安藤昌子、堀川彩里（パーソナルカラー研究会幹事）	

◆総会・研究発表会・グループディスカッション：　2021年（令和3年）2月28日Web開催	

　「パーソナルカラーの歴史を知る」「パーソナルカラー診断に使われている色名調査」	

◇研究成果の公表：　学会誌、ホームページ、facebook	に活動報告掲載	

◇勉強会：　「幹事による色名調査勉強会」　3回開催	

◇幹事会：　7回開催	

2019（令和元）年度活動 

◆講演会：　2019年5月19日	

場所：学士会館（神田錦町）	

「現代ヨーロッパのパーソナルカラーを学ぶ」ガブリエル・M・ブレス−テイマン氏	

◆総会:	2020年４月3日Web開催。	

新型コロナウィルス影響による感染防止のため延期。	

◆研究発表会・ワークショップ：	

場所：ものづくり館（秋葉原）	

「パーソナルカラーの歴史を知る」「パーソナルカラー診断に使われている色名調査」	

　	※2020年2月29日開催予定だったが、新型コロナウィルス影響による感染防止のため延期。開催時期未定。	

◇研究成果の公表：　学会誌、ホームページ、facebook	に活動方向掲載	

◇勉強会：「幹事による色名調査勉強会」　４回開催	

◇幹事会：５回開催	

2018（平成30）年度活動 

◆平成30年度研究会大会：2018年11月24、25日	

　　場所：東京家政学院大学（千代田三番町キャンパス）	

				口頭発表：3件	

				ポスター発表：2件	

◆総会・講演会：2019年3月2日	



				場所：ものづくり館（秋葉原）	

講演会：「プロパーソナルカラリストに求められるもの」　	

株式会社彩花　代表取締役、パーソナルカラー研究会主査　稲垣有美子	

◇研究成果の公表：学会誌、ホームページ、facebook	に活動方向掲載	

◇勉強会「カラールーラー」：色見本調査　5回開催	

◇幹事会：6回開催	

2017(平成29)年度活動 

◆ワークショップ：2017年8月5日	

場所：日本色彩学会　学会室	

「外見心理学ワークショップ～ヘアカラー・リップカラーを中心に」	

「DICカラーアプリde選ぶパーソナルカラー」	

◆日本色彩学会第48回全国大会「東京」：	2017年6月3、4日	

場所：文化学園　A館	

　	ポスター発表：2件	

◆公開講座：2017年9月16日	

　	場所：文化学園　A館18階181教室	

　	「研究論文の書き方半日講座―論文を書く醍醐味を知るー」関東支部・人文系研究会合同開催 

日本色彩学会関西支部長、関西外語大学短期大学名誉教授、関西大学非常勤講師　吉村耕治氏	

◆平成29年度研究会大会：2017年11月24、25日	

　	場所：椙山女学園大学　星が丘キャンパス　生活学部棟（名古屋）	

　	招待講演：「ヘアメイクアップカラーの心理学」	

ハリウッド大学院大学准教授、パーソナルカラー研究会幹事　中川登紀子氏	

　	ポスター発表：2件	

　ワークショップ：「DICカラーアプリde選ぶパーソナルカラー」「DICカラーガイド1～501色分析」「ヘアメ

イクアップカラーの心理学」	

◆総会・講演会・ワークショップ：2018年3月3日	

　場所：ものづくり館（秋葉原）	

講演会：「スタイリングで威力を発揮するカラーの新しい魅力」	

株式会社シモトリパーソナルスタイリングオフィス代表　霜鳥まき子氏	

ワークショップ：	「ヘアメイクアップカラー心理学」「DICカラーアプリde選ぶパーソナルカラー」	

				「DIC501色パーソナルカラー分析」	

				「作ってみようスマホの中にパーソナルカラースウォッチ」	

◇研究成果の公表：　学会誌、ホームページ、facebookに活動報告掲載	

◇勉強会：4回開催	

◇幹事会：4回開催	

2016（平成28）年度活動 

◆見学会：2016年6月17日「太陽光の専門メーカー・セリック株式会社への人工照明灯の見学会」	

　　場所：セリック株式会社テクニカルセンター（越谷市）	

　　講演会：「太陽先生による照明について」セリック株式会社　代表取締役社長佐藤郁夫氏	

ワークショップ：「人工照明による色の見えの違いを体感」「光学測定器のレクチャー」	
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「LED太陽照明灯のもとでドレープ診断デモンストレーション」	

　　懇親会：「ダ・パオラ新越谷店」	

◆ワークショップ：2016年7月26日　「DICカラーアプリde選ぶパーソナルカラー」	

「言葉と色を使ったイメージ表現～パステルアートで描く4シーズンのイメージ～」	

◆平成28年度研究会大会	

場所：大阪電気通信大学　駅前キャンパス（寝屋川市）	

　	招待講演：「光と色彩の関係性」セリック株式会社代表取締役社長　佐藤郁夫氏	

　	ポスター発表：4件	

　	ワークショップ：「DICカラーアプリde選ぶパーソナルカラー」4回開催	

　	「言葉と色を使ったイメージ表現～パステルアートで描く4シーズンのイメージ～」3回開催	

◆総会・講演会・研究発表・懇親会：2017年2月29日	

講演会:「５つの力で見る美容業界トレンド予測」	

　　　　ホットペッパービューティーアカデミー　アカデミー長　千葉智之氏	

研究発表:「DICカラーde選びパーソナルカラー」中間報告　	

　　　　　　　稲垣、浜田、渡邊、中井(パーソナルカラー研究会幹事）	

◇研究成果の公表：学会誌、ホームページ、facebookに活動報告掲載	

◇幹事会5回開催	

◇勉強会4回開催	

2015(平成27)年度活動 

◆講演会：2015年6月28日「2016年春夏に向けてのカラートレンドとその背景」	

　　　　　　	文化学園大学教授　一般社団法人日本流行色協会	大関徹氏	

◆ブラッシュアップセミナー:2015年10月24日	

「真のファションの力とは～人生を輝かせる、装力を身に着ける方法」	

デモストレーション：有限会社ファッションレスキュー　西畑敦子氏	

　	講演会：有限会社ファッションレスキュー代表取締役　政近準子氏	

◆総会・講演会・研究発表：2016年3月27日	

　　第1部「今一度似合うを考える」　慶応義塾大学名誉教授　鈴木恒男氏	

　　第2部「測色とデザイン、そしてプロダクション　特に質感との関連について」	

　　　　　　　株式会社オフィス・カラーサイエンス代表取締役　大住雅之氏	

　　研究発表：「パーソナルカラー診断新システムの提案」	

　　　株式会社彩花　代表取締役　稲垣有美子氏　（パーソナルカラー研究会幹事）	

　「パーソナルカラーパレットの企画・制作と４シーズンカラーの考察について」　乾宏子氏	

　　　　　　　「テストカラーの属性の違いによる顏の見え方に関する研究」　　真田めぐみ氏	

◇学会誌に活動報告掲載	

◇研究会facebookに活動報告	

◇幹事会7回開催	

◇勉強会４回開催	

2014（平成26）年度活動 

◆講演会：2014年6月27日　「カラートレンドとカラーインスピレーション」	

　　　　　　　文化学園大学教授　　一般社団法人日本流行色協会　大関徹氏	
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◆講演会：2014年9月5日　「ジャパンファッションの歴史と現在のストリートトレンドスタイル」	

　一般社団法人日本ファッション協会　情報発信事業　チーフプロデューサー　日根野哲也氏	

◆2014年秋の大会（静岡）：研究企画　パネルディスカッション	

「パーソナルカラーの現状と未来」　～パーソナルカラーはこれでいいのか？～	

パネリスト：大平裕子氏　	

　　　　　　株式会社三越伊勢丹ホールディングス　地域店舗事業部　店舗政策担当ハイブリッド推進部長	

トミヤママチコ氏　NPO日本パーソナルカラー協会理事長　	

株式会社パーソナルカラー研究所スタジオHOW代表取締役	

中谷仁彦氏　　株式会社アースホールディングス　顧問　株式会社ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮ　代表

取締役	

福地隆芳氏　	学校法人メイ・ウシヤマ学園　ハリウッド大学院大学　客員教授　学校法人メイ・

ウシヤマ学園　ハリウッドビューティー専門学校講師　オプティカルフレーム・

デザイナー	

	三木ゆか氏　　一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会理事	

色彩活用研究所株式会社サミュエル　学長　カラープロデューサー	

	門田真乍子氏　株式会社カラー集団トータリア　代表取締役　カラーコンサルタント	

（パーソナルカラー研究会特別顧問）	

	棟方明博氏　　元　株式会社資生堂リサーチセンター（パーソナルカラー研究会顧問）	

	稲垣有美子氏　株式会社彩花　代表取締役　カラー＆ファッションコンサルタント	

コーディネーター：下川美知瑠　	

																		カラー＆ファッション　マーケティング＋デザイン研究所	

																		(パーソナルカラー研究会主査）	

◆総会・講演会：2015年3月27日　「カリスマ講師の外見術」	

　　											有限会社ケイアンドアイKOZU	style代表取締役　	

															ＳＡＶ（公）シャンティ国際ボランティア副会長　神津佳予子氏	

◇学会誌に活動報告掲載	

◇研究会facebook開始	

◇幹事会4回開催	

2012（平成24）年度活動 

◆第12回パーソナルカラー研究会研究発表会：2012年8月25日	

◆研究部会等：	予定	

◆ひなまつりの会：	2013/03/02予定	

◆色感研究プロジェクト	

◇会報「パーソナルカラー通信」発行　4回予定	

◇パーソナルカラー研究会のホームページ更新	

◇幹事会：	

2011（平成23）年度活動 

◆第42回全国大会発表：2011年5月14～15日	

・「パーソナルカラーに関する研究-色票を用いた4分類-」　(色彩分類調査研究ワーキンググループ)	
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・「パーソナルカラーに関する研究-色名を用いた4分類-」　(色名調査ワーキンググループ)	

・「色票による色彩感受性評価実験の概要」　（色感研究プロジェクト）	

◆第11回パーソナルカラー研究会研究発表会：2011年8月27日	

・「日本人に似合うヘアーカラーの傾向とパーソナルカラーとの関係」	

			　中川登紀子	(カラーニュース／パーソナルヘアカラー研究所)	

・「業種別就職活動支援のための女子学生のパーソナルカラー研究」	

			　早川礎子	（愛国学園大学人間文化学部）	

・「肌色の白さ感の研究」	

					山口サヤカ・大坂陽子・高松智子・藤澤眞佐子・藤田秀子・棟方明博（色感研究プロジェクト)	

・「ウォーム＆クールに対する感受性の研究」	

			　藤澤眞佐子・大坂陽子・高松智子・藤田秀子・山口サヤカ・棟方明博　(色感研究プロジェクト)	

・「パーソナルカラーに関する研究	―	花を分ける」　永田泰弘	

・「カラー診断時にドレープが顔色に及ぼす影響	(2)」	

			　市場丈規（Color	Lab.	for	full	Life）・近藤恵未・菅育代・冨本いちこ・疋田千枝・吉田名保美・	

					竹川一良・谷田留美絵	（くらしの色彩研究会）	

・「パーソナルカラーの先達を記録する～Robert	C.	Dorrとは誰か～」　三ッ塚由貴子	

・「世代別ファッションイメージ分類の有効性検証」　吉富世里子	(color	labo)	

・「パーソナルカラーの窓」CONCEPT	–	ショーウィンドウ	–	　藤田秀子幹事	

・「パーソナルカラー診断用ドレープに適した色表示空間」	

				　市場丈規（Color	Lab.	for	full	Life）・近藤恵未・吉田名保美	（くらしの色彩研究会）	

◆研究部会：	2011年11月29日　　　テーマ　肌　「照明とパーソナルカラー	PartⅡ」	岩井彌氏　	

◆講演会：	2012年1月18日　　　「2012年流行色と改めて学ぶ流行色史」	大関徹氏	

◆総会・ひなまつりの会：	2012年3月3日	

　　基調講演	：「美しさへ・・・ヘア＆メイク」	森川丈二氏	

◆色感研究プロジェクト　　第42回全国大会展示、CIELAB座談会、勉強会2回等	

◇会報「パーソナルカラー通信」発行　4回	

◇パーソナルカラー研究会のホームページ更新	

◇新規掲載　「パーソナルカラーの窓」	

◇幹事会：	11回	

2010年（平成22）年度活動 

◆第41回全国大会発表：　2010年5月15～16　(敬称略)	

・「パーソナルカラーに関する研究-色票を用いた4分類-」ポスター発表　　	

藤田秀子・藤澤眞佐子・永田泰弘(色彩分類調査研究ワーキンググループ)	

・「パーソナルカラーに関する研究-色名を用いた4分類-」ポスター発表　　	

酒巻明美・吉澤陽介・永田泰弘(色名調査ワーキンググループ)	

◆第10回パーソナルカラー研究会研究発表会：　2010年8月28日　(発表者敬称略)	

基調講演：「顔色を測る」　吉川拓伸氏(　株式会社資生堂経営企画部　コミュニケーション企画室　)	

・「世代別ファッションイメージ分類」　林恭子・田所愛子(COLOR	LABO)	

・「カラー診断時にドレープが顔色に及ぼす心理物理量の測定」　市場丈規(Color	Lab.	For	full	Life)・

近藤恵未・菅育代・竹川一良・冨本いちこ・疋田千枝・安田和香・吉田名保美(くらしの色彩研究会)	

・「聴覚障害者対象のパーソナルカラー講座を行って」　	

酒巻明美・鈴木香穂里・三ッ塚由貴子(パーソナルカラー研究会幹事)	
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・「パーソナルカラーに関する研究　-色名を用いた4分類-」　	

酒巻明美・吉澤陽介・永田泰弘(色名調査ワーキンググループ)	

・「パーソナルカラーに関する研究　-色票を用いた4分類-」　	

藤田秀子・藤澤眞佐子・永田泰弘(色彩分類調査研究ワーキンググループ)	

◆研究部会：2010年11月24日　　テーマ　肌色　「照明と肌色&パーソナルカラー」　　岩井彌氏	

◆講演会：2011年1月19日	

第1部「”色の感受性”に関する官能評価実験データの解説」　棟方明博氏	

第2部「2011年　秋冬カラーの傾向とインターカラー裏話のいろいろ」　大関徹氏	

◆第3回総会・ひなまつりの会：2011年3月5日	

「第2回パーソナルカラー関連商品　見本市」	

◇会報「パーソナルカラー通信」を発行　4回	

◇パーソナルカラー研究会のホームページ更新、新規掲載	

◇幹事会：8回	

◇来年度(2011年)から主査の交代：　大島未有希→藤田秀子	

2009（平成21）年度活動 

◆第40回全国大会参加：2009年5月16～17日　(敬称略)	

場所：慶応義塾大学日吉キャンパス	

パーソナルカラーの紹介、無料診断コーナー　　大島未有希・遠山令子・山田昌美・酒巻明美・藤田秀子・

鈴木香穂里・三ッ塚由貴子(研究会主査・幹事)・藤澤眞佐子(研究会会員)	

◆第9回パーソナルカラー研究会研究発表会：2009年8月22日　(敬称略)	

・「ファッションイメージタイプ勉強会レディース版(2008年度)10タイプ別発表」　	

田丸静子・三ッ塚由貴子・鈴木香穂里(世話役幹事)	

・「男性クライアントのタイプ分類とそのファッション提案を考える」　久保田覚	

・「パーソナルカラーに関する研究　-黄色と青色の対立構造についての考察-」　永田泰弘(研究会顧問)	

・「パーソナルカラーに関する研究　-イエロートーンとブルートーンの区分と4グループの色の抽出-(中間

発表)」　	

藤田秀子(発表)・藤澤眞佐子・永田泰弘(色彩分類調査研究ワーキンググループ)	

・「第40回全国大会におけるパーソナルカラー研究会の広報・普及活動報告」　酒巻明美(研究会幹事)	

・「第40回全国大会におけるパーソナルカラーに関するアンケートの結果報告」　三ッ塚由貴子(研究会幹事)	

◆研究部会：2009年10月30日、11月6日、12月15日　	

「聞いてみよう!!パーソナルカラーあれもこれも会」全3回　　門田真乍子氏・野坂瑛子氏・田原二美氏	

◆講演会：2010年1月26日 

近年のトレンドカラーの特徴とその取り入れ方について」　大関徹氏	

◆第2回総会開催・ひなまつり講演会：2010年3月3日 

あらためて学ぶ肌色講座―基礎から最先端まで―」　棟方明博氏	

◆ワーキンググループ設立要項の作成	

◆聴覚障害者社会教養講座(東京都教育委員会より依頼)支援	

◆ワーキンググループ設立　(敬称略)	

・色彩分類調査研究ワーキンググループ：藤田秀子・藤澤眞佐子・永田泰弘	

・色名調査研究ワーキンググループ：酒巻明美・吉澤陽介・永田泰弘	

◇学会誌研究会特集掲載　VOL.33-2　P109～114	

◇会報「パーソナルカラー通信」を発行　4回	
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◇パーソナルカラー研究会のホームページ更新、新規掲載	

◇幹事会：15回	

2008（平成20）年度活動 

◆第8回パーソナルカラー研究会研究発表会：2008年8月23日　(敬称略)	

・「ファッションイメージタイプ勉強会レディース版(2007年度)10タイプ別発表」　	

		浦嶋丈順子・垣田玲子・佐々木智子・鈴木あえ美・鈴木香穂里・中澤弘子・山田雅代・	

		山田昌美(世話役幹事)	

・「肌色に基づく顔の性別認識　-ジェンダー観はどう影響するか」　　山田雅子(埼玉女子短期大学)	

・「パーソナルカラーのメイクのニーズ」　　木目祥子((株)プリオリコスメ)	

・「デジタルツールで作る即席オリジナルカラーサンプル作製法」　　田中和浩(I.D.TANK)	

・「ファッションイメージでの実用”色彩”生検証」　　山田雅代(Ma　色楽IROiroIRO)	

・「サロン経営とパーソナルカラーのスタンス」　　瀬尾香代子(M&Cエステティック&スクール)	

◆講演会：2008年12月5日　　「色・素材から『時代のにおい』を感じ取る」　　田中和浩氏	

◆講演会：2009年1月23日	

「2009年～2010年に向けてのアジアトレンドカラーと2009年～2010年秋冬のファッションカラー」大関徹氏	

◆勉強会：2008年10/16、11/13、12/18、　2009年01/22、02/19、03/19	

「ファッションイメージタイプ勉強会レディース版」全6回　	

					木津裕紀子、田丸静子、三ツ塚由貴子　他幹事6名	

◆第1回総会・ひなまつり講演会：2009年3月7日	

◇会報「パーソナルカラー通信」：4回発行	

◇パーソナルカラー研究会のホームページ更新、新規掲載	

◇幹事会：14回	

2007（平成19）年度活動 

◆「COLOR	SESSION	2007」：2007年4月12～14日 

　場所：東京ビッグサイト　　　総合展示(あゆみ、ドレープ、関連書籍)、無料診断コーナー	

◆第7回パーソナルカラー研究会研究発表会：2007年8月25日　(敬称略)	

・「韓国のパーソナルカラー教育現況及び教具開発」　Shin	suk	hee	(Hue&z	Co.,Ltd)	

・「パーソナルカラーをパーソナルスタイリストサービスに取り入れて　現場報告」　	

稲垣有美子(パーソナルカラースタジオ彩花)	

・「パーソナルカラー未学習者が感じるパーソナルカラーの疑問点」　　三ッ塚由貴子	

・「テキストマイニングを活用したパーソナルカラーにおけるイメージワード分析」　	

吉冨世里子(DICカラーデザインスクール)	

・「パーソナルカラー分類のデータを内蔵した色彩音声案内カラートークの試作」　	

岩田亜紀子(DAGU)・後藤雅子(トゥージュール)・橋爪慎哉((株)北計工業)・木本晴夫(名古屋市立大学)	

・「特殊神事における伝統色彩文化-熱田神宮の踏歌神事の現地調査を通して」　	

早川礎子(愛国学園大学・千葉大学大学院)・宮崎清(千葉大学)	

・「似合う色調査・研究は何のためか?～5年間を振り返って～」　久保田覚(スタイルカラージャパン)	

・「髪色の不思議とヘアカラーにおける色彩学」　中根かつみ	

・「パーソナルカラーリストの行動観察詳細」　遠山令子	

・「パーソナルカラーにおける診断用テストカラーの考察」　大島未有希	
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◆講演会：2007年10月27日、2007年12月8日　　「色弱者へのパーソナルカラー」2回連続講座　	

◆勉強会：2007年09/21、10/26、11/30、12/14、　2008年01/18、02/15　全6回 

「ファッションイメージタイプ勉強会レディース版」	

					浦嶋丈順子・垣田玲子・加藤紀子・小嶋理加子・佐々木智子・篠崎由夏・鈴木あえ美・	鈴木香穂里・	

					中澤弘子・土生久美子・浜田洵子・丸山眞澄・山川やえ子・山田雅代　他幹事7名	

◆講演会：2008年1月25日　　「流行色と商品色彩-2000年からの動向」　　大関徹氏	

◆ひなまつり見本市「パーソナルカラー関連商品　見本市」　：2008年3月1日	

◇会報「パーソナルカラー通信」：6回発行	

◇パーソナルカラー研究会のホームページ更新、新規掲載	

◇幹事会：15回	

2006（平成18）年度活動 

◆第6回パーソナルカラー研究会研究発表会：2006年8月26日　(敬称略)	

・「メンズパーソナル・スタイル&カラー～ターゲットは団塊世代～」	

			　久保田覚・二宮恵理子(スタイルカラー・ジャパン)	

・「パーソナルカラー・タイプにおける性格分類とピラミッドカラーに見る関連性を探る」　	

			久保田覚・林由恵・竹内美香・岩崎優美子(スタイルカラー・ジャパン)	

・「”色とかたち”からのヘアスタイル提案」　中根かつみ・上田陽子(中日美容専門学校)	

・「補色調和の意義と応用」　吉村耕治(関西外国語大学短期大学部)	

・「自己に対する認識と染髪に対する意識との関連」　	

			毛利暁子(早稲田大学大学院人間科学研究所、現ヤマハリビングテック(株))	

・「メンズパーソナルカラー5　企業コラボ　第4回ペイントショー2006出展報告」　	

			田所愛子・石井節子・萩原京子(IROGUMI)	

・「肌色のwarm-cool感と口紅の色彩のマッチングに関して」　	

			小林政司・定延久美子(大阪樟蔭女子大学)・田中由佳里(夙川学院短期大学)	

・「パーソナリティカラーとインテリアコーディネートの実験」　	

			高松智子(ユニバーサルカラーインスティテュートインターナショナル)	

◆講演会：2007年1月23日　「インターカラー最前線」　　大関徹氏	

◆ひなまつり講演会：　2007年3月3日　　	(10周年記念行事)「きれいにしたい!!」　　山野敬子氏	

◇来年度(2007年)から主査の交代　　　主査：大島未有希　顧問：門田真乍子	

◇会報「パーソナルカラー通信」：4回発行	

◇幹事会：11回　	

2005（平成17）年度活動 

◆関東支部大会発表：2005年4月3日　(敬称略) 

「勝ち組のカラーコーディネート」　　門田真乍子(カラー集団トータリア)	

◆第36回全国大会発表：2005年5月28日　(敬称略) 

「紳士服の服地に対するパーソナルカラリストの関与に関する研究結果とドレープの色彩的特徴との関連」　	

山田昌美・酒巻明美・三輪佳子(メンズパーソナルカラー研究班)	

◆第5回パーソナルカラー研究会研究発表会：2005年8月27日　(発表者敬称略)	

特別講演：「勝ち組のカラーコーディネート2」　門田真乍子氏(カラー集団トータリア)	

・「パーソナルカラーにおけるヘアカラーとヘアスタイルへの提案」　中根かつみ	
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・「肌および口紅の色彩のwarm-cool感とマッチング」　小林政司(大阪樟蔭女子大学)	

・「メンズパーソナル・スタイル&カラー　日焼けによるイメージの変化とファッションデザインの提案」　	

			久保田覚・二宮恵理子	

・「配色演習システム「カラーナビ」の展開　慣用色のイメージ評価」	

			　永田泰弘・野坂瑛子・田所愛子・光瀬はま子	

・「カラーナビシステムのPCCSへの応用」　光瀬はま子・野坂瑛子・田所愛子・永田泰弘	

・「ロバート・ドアメソッドによるパーソナリティーピグメントとメイクアップ上に於けるユニバーサルカ

ラーコーディネートとの相関性」	

			　高松智子・佐藤美恵子・井田貴美(ユニバーサルカラーインスティチュート・インターナショナル)	

・「インドのファッションに見る配色とパーソナルカラーコーディネート」　	

			高松智子(ユニバーサルカラーインスティチュート・インターナショナル)	

・「髪色・肌色の異なる男性の顔画像に対する印象評価」　	

			毛利暁子(早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程2年)	

・「メンズ　V-ZONEの配色提案-セールスプロモーション「見立て屋への応用」-」	

			　石井節子・田所愛子・萩原京子	

・「紳士服の服地に対するパーソナルカラーリストの関与に関する研究結果とドレープの色彩的特徴との関

連」　	

			山田昌美・酒巻明美・三輪佳子(メンズパーソナルカラー研究班)	

◆勉強会：2005年12月4日　　「カラーリストから見たNYカラー事情」　　橘千賀子氏、渡部めぐみ氏	

◆講演会：2006年1月20日　　「インターカラー最前線」　　大関徹氏	

◆ひなまつり講演会：2006年3月3日　　	

「パーソナルカラーの未来とビジネスチャンス」　　神山瑤子氏、久保田覚氏、田原二美、宗行潔氏	

◇会報「パーソナルカラー通信」：4回発行	

◇幹事会：7回　	

2004（平成16）年度活動 

◆関東支部大会発表：2004年4月3日　(敬称略) 

「紳士服の服地に対するパーソナルカラーリストの関与に関する検討」　	

山田昌美・酒巻明美・三輪佳子(メンズパーソナルカラー研究班)	

◆第4回パーソナルカラー研究会研究発表会　(敬称略)	

・「リップカラーのwarm-cool感について」　小林政司(大阪樟蔭女子大学)	

・「パーソナルカラー調和理論を取り入れた色彩教育の展開事例」　久保田覚(スタイルカラー・ジャパン)	

・「男の視点で捉えたパーソナルカラー/女性は美しく、男性は清潔に」	

				久保田覚(スタイルカラー・ジャパン)	

・「パーソナルカラー診断における全国の「フォーシーズン」分析」	

		　平良木節・小木ゆみこ・塩田敬子・鈴木頼子・富永日鶴・中村裕美子(WAMカラーネットワークCUS研究会)	

・「パーソナリティカラーの創始者ロバート・ドアの世界」　高松智子	

・「メンズ・パーソナルカラー3-アドヴァイス法-」　石井節子・田所愛子・萩原京子	

・「紳士服の服地に対するパーソナルカラーリストの関与に関する検討-第3報-(スーツ及びジャケット地)」　	

		山田昌美・酒巻明美・三輪佳子(メンズパーソナルカラー研究班)	

◆講演会：「職場のヘアカラーを考える」　今井英夫氏	

◆講演会：「改めて学ぶ　流行色」　大関徹氏	

◆ひなまつり講演会：「中国におけるパーソナルカラーの現状と将来性」　于西蔓氏	
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◇会報「パーソナルカラー通信」：4回発行	

◇幹事会：7回	

2003（平成15）年度活動 

◆第3回パーソナルカラー研究会研究発表会：2003年8月23日　(発表者は敬称略)	

特別講演：「ニーズ広まるパーソナルカラーコスメの市場と本音」　木目祥子氏(プリオリコスメ)	

・「理想の肌色の存在と被服の色彩の影響」　小林政司(大阪樟蔭女子大学)	

・「肌の色と表現する色彩と関連性を探る」　久保田覚	

・「色彩感情『ウォーム/クール』と『ロバート・ドアメソッド〈R〉ブルーベース/イエローベース』との	

				関係」　	

		高松智子・渋井つや子・佐藤美枝子	

・「市場におけるさまざまなパーソナルカラーシステムとカラースウォッチ(紙)公開」　高松智子	

・「ヘアーカラーにおける好感度調査」　酒巻明美・堆朱江利子・片山裕子	

・「ビジネスを成功に導く男性のパーソナルカラー」　山田真理子	

・「メンズパーソナルカラー分類手法2」　石井節子・田所愛子・萩原京子	

・「紳士服の服地とパーソナルカラー分析との関連についてPART1(ジャケット地)」　	

			山田昌美・酒巻明美・三輪佳子(メンズパーソナルカラー研究班)	

◆講演会：「2004年トレンドカラー」　大関徹氏	

◆勉強会：「羊が生地になるまで」　三輪明広氏	

◆ひなまつり講演会：「伝統と現代の生活の色」　コシノジュンコ氏	

◆ワーキンググループ活動：メンズパーソナルカラー研究班	

紳士服の服地とパーソナルカラーとの関連について　　アンケート調査　10回 

第3回研究発表会にて活動経過報告 

アンケート調査に使用した紳士服服地の測色	

◇会報「パーソナルカラー通信」：2回発行	

◇学会HPに参入	

◇幹事会：5回	

2002（平成14）年度活動 

◆第2回パーソナルカラー研究会研究発表会：2002年9月10日　(発表者は敬称略)	

特別講演：「似合うを科学する」　　鈴木恒男氏(慶應義塾大学)	

・「パーソナルカラーシステムの他分野への展開事例」　　長谷川美代子	

・「パーソナルカラーを婚礼にいかして」　　藤田秀子	

・「パーソナルカラーとヘアーとの関連」　　山田真理子	

・「メンズ・パーソナルカラーその1(分類の手法)」　　石井節子・萩原京子・田所愛子	

・「カラーナビを使った配色演習の実例その2」　　田所愛子	

・「パーソナルカラーについて考える」　　野坂瑛子	

・「パーソナルカラーに関する文献紹介」　　山田昌美	

・「パーソナルカラーと建物の色(配色の手を使った仕事の進め方」　　門田真乍子	

◆見学会：(株)コーセー狭山工場	

◆講演会：「2003年トレンドカラー」　大関徹氏	

◆ひなまつり講演会：「顔と心の不思議な関係」　小林照子氏	

ページ 10



◇幹事会：10回	

2001（平成13）年度活動 

◆第1回パーソナルカラー研究会研究発表会：2001年8月25日　　(発表者は敬称略)	

特別講演：「パーソナルカラー研究とコンピュータ」　小林光夫氏(電気通信大学教授)	

・「パーソナルカラー診断結果分析表報告」　風見なほみ	

・「ファッショナブルといわれる街における快適色の調査研究」(全国大会発表)　	

			日高久美子・福永節子・黒田まみ子・東郷悦子・徳田代智子・門田真乍子	

・「ランジェリーの色彩傾向と快適色」　峰野千秋・鎗田環	

・「衣服購入に及ぼすパーソナルカラー診断の影響‐その後」(全国大会発表)　	

			堤弘子・鈴木頼子・小木ゆみ子・富永日鶴・塩田敬子・平良木節	

・「PCCS色票のパーソナルカラーシステムによる分類-カラーナビシステムの基礎-」　	

			永田泰弘・野坂瑛子・田所愛子・芳賀はま子	

・「ドレープのアンケート調査の分析」(全国大会発表)　遠山令子・小林光夫・糸日谷崇之・大島未有希	

◆ドレープ現況調査班：ドレープ調査資料のデータベース化完成	

																				　色彩学会会員への予約申込受付　CD-ROM配布	

◆講演会：「ユニバーサルファッション・ユニバーサルカラー」　寺田ももよ氏・和田やよい氏	

◆講演会：「2002年トレンドカラー」　大関徹氏	

◆講演会：「進化する癒しの光環境」　手塚昌宏氏	

◆ひなまつり講演会：「男のこだわりファッション」　エドワード鈴木氏・天野彰氏　	

2000（平成12）年度活動 

◆勉強会：「福祉・高齢者とカラー」	

◆勉強会：「色による癒し・カラーセラピー入門　with　オーラソーマ」	

◆講演会：「色の嗜好とパーソナルカラー」　小林重順氏	

◆講演会：「ミレニアムトレンドカラー」　大関徹氏	

◆講演会：「ファッションカラーは服地が決め手」　野末和志氏	

◆見学会：iS-KiT「光を見て、きいて、感じる」	

◆5研究会合同シンポジウム：「色を考える」　参加テーマ「使用ドレープからパーソナルカラーを考える」	

◆◇色彩文化研究会公開講座：「20世紀の建築のデザインと色彩」共催	

◇幹事会：12回	

1999（平成11）年度活動 

◆第30回全国大会発表　(敬称略)	

・「パーソナルカラリストが使用するカラードレープの色彩に関する検討-テストカラー特徴分析-」　	

		大島未有希・門田真乍子・村上三次郎・鈴木恒男(ドレープ現況調査班)	

・「パーソナルカラリストが使用するカラードレープの色彩に関する調査報告-視感測色と測色計とによる	

				検討-」　	

		遠山令子・大島未有希・門田真乍子・村上三次郎・鈴木恒男(ドレープ現況調査班)	

◆勉強会：「パーソナルカラーの現状と問題点」　「パーソナルカラーのルーツを探ろう」	

　「パーソナルカラーでメイクアップ1」　「パーソナルカラーでメイクアップ2」	

◆講演会：「流行色とパーソナルカラー」　　大関徹氏	
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◇幹事会：9回	

1998（平成10）年度活動 

◆講演会：「パーソナルカラーとヘアメイクの色」　黒川和夫氏　2回	

◆見学会：「染色体験ツアー高崎市染料植物園　染色工芸館」	

◆講演会：「色彩心理2」　棟方明博氏・鈴木恒男氏・大島未有希氏	

◆ワーキンググループ活動、勉強会等6回：「肌色スケールワーキンググループ」等	

◆ドレープ現況調査班：実験等22回	

◇幹事会：7回	

1997（平成9）年度活動 

◆パーソナルカラー研究会発足　門田真乍子主査	

◆発会プレイベント：シンポジウム「パーソナルカラー過去・現在・未来」	

◆講演会：「色彩心理1」　内野榮子氏・三ヶ尻清次氏・山内誠氏	

◆ワーキンググループ活動：ドレープ現況調査班・測色等6回	

◇幹事会：8回
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