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○CFC Design Lab
デザインラボでは、一般的なカリキュラムに沿った普通の授業
ではない、ヨーロッパで現在行われているデザイン教育をベー
スに様々な課題を通して自分と向き合い、個性を確立して表現
力を磨いていき、グレードの高い服を目指すデザイナーを育成
している。

　
 

 

※合格状況はホームページ又は入学案内書をご覧下さい。
※在学中に全ての資格取得ができます。上記表の資格①・⑦
　
 

RGB／アルデックス／オルソブ
ルー／キャン／クロスプラス／小塚
毛織／ザラ・ジャパン／三永／サン
エース／サンテイ／サンラリーグ
ループ／ジュン／ステイト・オブ・
マインド／ストライプインターナ
ショナル／ダイショーファッション
テキスタイル／宝塚舞台／瀧定名古
屋／タキヒヨー／タナカ衣料／ティ
スタイル／東京衣裳／ナイスクラッ
プ／ニイヨンイチ／パルグループ／
BANKANわものや／ハンドメイド
ヒロ／ヒロタ／ファーストリテイリ
ング／ブルーメイト／マッシュスタイルラボ／丸福商店／美濃屋
／モンナトリエ／ヤマダヤ／大和商会／ヤマト・ドレス／ヨウジ・
ヤマモト／ロングラン／ワールドハット／渡六毛織　他多数
（２０２１年度就職率１００％）
　
 

!本校独自の特待生・奨学生制度
!学生割引・通学用割引定期（すべての交通機関）
!全館冷暖房完備、CFCホール完備

取得資格と合格状況

スペシャリスト
学 科

ファッション
流 通 学 科

ファッション
学 科

ファッション
産 業 学 科資　　　格

●●●パターンメーキング技術検定（３・２・１級）
●●●●ファッションビジネス能力検定（３・２・１級）
●●●●文部科学省後援色彩検定

●パーソナルカラリスト検 定
●●●●ファッション販売能力検定（２級）

●●日本洋裁技術検定（初級）
●●日本洋裁技術検定（中級）

●●日本洋裁技術検定（上級）
●●●専 修 学 校 准 教 員 資 格

●●愛知県各種学校正教員資格

卒業後の進路状況（２０２１年度卒業生実績）

特典

〒４７２‐００２５　愛知県知立市池端一丁目１３番地

TEL（０５６６）８２‐８０１０㈹　FAX（０５６６）８３‐１１８１

ホームページアドレス　https://chubu.cfc.ac.jp

Eメールアドレス　chubu_８０１０@cfc.ac.jp

１、最新設備（アパレルCAD・３Dシステム・コンピュータグラ
フィックス・スタイリングスタジオ・ドレーピングスタジオ・
校内ショップ等）を配備したハイテクビルが校舎です。

２、当校は名鉄名古屋本線知立駅南口（岐阜より４５分・名古屋よ
り１９分・豊橋より３０分）隣で、アクセスのよさは抜群です。

３、当校独自のきめ細かい授業内容により、各種資格取得の合格
率は、全国トップレベルを誇っています。

４、１年次はパターンメーキング・立体裁断を通し、服の構造を
しっかり学び、２年次からのコース別の基礎とします。また
１年次では被服に関する経験者クラスと、未経験者クラスに
分かれ、安心して基礎を学びます。

５、きめ細かな就職指導体制で、完全就職を実施しています。
　
 

○ファッション産業学科（ビジネスマネジメントコース）
　消費者に対し、いかにモノを創り、どのように提供していくか
を学び、ファッションビジネス業界で企画・営業スタッフ・経
営者として活躍できる人材を育成するコース。

○ファッション学科（クリエイターコース）
　ファッションクリエイターとしての能力を発揮できるデザイン
力を持った人材や高度なパターン技術を持った人材や洗練され
た感覚で高度な縫製技術（舞台衣装含）を持った人材を育成す
るコース。

○ファッション流通学科（ショップスタイリストコース）
　ファッションアドバイザーやスタイリスト、リテールマーチャ
ンダイザーやバイヤーやウェブデザイナーなど、ファッション
流通のナビゲーターとして活躍できる人材を育成するコース。

○スペシャリスト学科（デザインコース、パターン・ソーイング
コース）

　服飾専門学校（２年）、
短大・大学（被服系）
の卒業生が編入学でき、
デザインコース、パ
ターン・ソーイング
コースに分かれ、グ
レードの高いクリエイ
ターとして能力を発揮
できる人材を育成する
コース。 

学科説明

JR … JR線もよりの駅で名鉄線
に乗り換え、知立駅下車。
名鉄…名鉄名古屋本線知立駅
下車。
知立駅南口改札となり。

学校法人　山本学園

北口

南口

就職状況（２０２３年３月１日現在）

校内ショップ（本校１階）学生のブランド商品販売

２０２１年度２０２２年度

９７８８卒業者数

６０５８就職希望者数

５９５６関連分野　 就職者数

１２関連外分野 就職者数

３５２７進学者数

２８７２９２求人会社数

８２５８３２求人人数

ファッション業界で、世界と戦える、スペシャリストを目指す！

〔理事長〕山本 直明 〔校長〕片嶋 文子 入学相談係 片嶋 一光

本校の特色

本校への交通機関

ファッション
デザイナー、

ウェブデザイナー

テキスタイル
デザイナー、

パタンナー、

舞台衣装

アドバイザー、
バイヤー、
ショップ
マネージャー、
スタイリスト

ソーイング
スタッフ、

２６．７％

３６．６％

２６．７％

１０．０％
企画、営業、総合職

（２０２２年３月卒業生）
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学科・コース名
（昼・夜）

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入試

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入試
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入試

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

スペシャリスト学科
デザインコース
パターン・ソーイングコース
（昼）

ファッション流通学科
ショップスタイリストコース
（昼）

ファッション学科
クリエイターコース
（昼）

ファッション産業学科
ビジネスマネジメントコース
（昼）

１年２年２年３年

３０名２０名４０名２０名

２０２３年１０月２日!～２０２４年２月１３日!

評定平均値３．０以上

書類選考・面接

免除

募集定員の６３.６％

専願

２０２３年１０月２日!～２０２４年３月５日!

書類選考・面接

無

１５,０００円

有（専・６／１!～・募集定員の２７.３％）

１２０時間１２０時間８０時間８０時間

３２０時間４４０時間３６０時間４８０時間

７６０時間６４０時間７６０時間６４０時間

３０時間（週５日制）３０時間（週５日制）３０時間（週５日制）３０時間（週５日制）

２００,０００円２００,０００円２００,０００円２００,０００円

６３０,０００円（分割納入可）６３０,０００円（分割納入可）６３０,０００円（分割納入可）６３０,０００円（分割納入可）

２００,０００円（　　〃　　）２００,０００円（　　〃　　）２００,０００円（　　〃　　）２００,０００円（　　〃　　）

約８０,０００円約１００,０００円約１００,０００円約１００,０００円

約２０,０００円約２０,０００円約２０,０００円約２０,０００円

３２名（常勤　１３名　非常勤　１９名）教　　員　　数１９５３年創立

［２０２２年度］　１６３名（男子　１５名　　女子 １４８名）
在籍学生総数

１９５６年認可

［２０２１年度］　１７６名（男子　１６名　　女子 １６０名）学校法人　山本学園法人名称

２,６５０㎡校舎面積服飾・家政専門課程課程名

鉄骨造地下１階地上１０階建物の構造伝統と実績をベースに、最新の設備（アパレルCAD・
コンピュータグラフィックス等）と一流の教授陣に
よって、若い未知の才能を開花させ、単なる技術修
得だけでなく、豊かな人間性を育むこともできるよ
うな人材の育成をねらいとしている。１９５６年愛知県
知事認可校となり、１９９３年新校舎完成及び校名を「中
部ファッション専門学校」と変更する。

建学の精神（沿革）
教育方針

無寮

体育館・CAD室・コンピュータグラフィックス室・パソコン
室・校内ショップ・染色室・カフェテリア・ドレーピングス
タジオ・スタイリングスタジオ・CFCホール
多目的ホール

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!本校独自の特待生制度。
　入学生に対し授業料又は入学金が、全額又は
半額免除

!本校独自の奨学生制度。
在校生（３年生）に対し授業料が全額又は半
額免除

!日本学生支援機構奨学金制度
!国の教育ローン（日本政策金融公庫）
!高等教育の修学支援新制度

課外ゼミ
　!海外研修（ニューヨーク・ヨーロッパ）
　!国内研修（東京・大阪・神戸・福井・石川）
イベント
　!文化祭　!ファッションセミナー
　!CFCファッションコンテスト
　!CFCモデリストコンテスト
　!レクリエーション大会
サークル　!デザイン部　!アパレルCAD部

卒業学年全員に対し就職指導部を中心に、本人の
適性に応じた職種、そして企業の斡旋を最後まで
きめ細かに指導します。また毎月就職ガイダンス
が行われ細かい情報が提供されます。希望者には
企業実習も行われます。
学校のパソコンを使い、インターネットでの企業
検索やエントリー、またオンラインでの企業説明
会や就職試験も行えます。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

●パターンメーキング技術検定１級
　１４年連続合格
　２０２１年度　合格５名（全国２５名合格）
●主要コンテスト結果
　・第９２回装苑賞
　　　　　佳作２位
　・ナゴヤファッションコンテスト２０２１
　　　　 　ゴールド賞
　・第２１回YKKファスニングアワード
　　　　　２次審査通過
　・新宿ファッションフィールド２０２２
　　　　　新宿区長賞
●オープンキャンパス
　４/２２!・５/１３!・６/１０!・７/２２!
　８/５!・８/２６!・９/２３!・１０/１４!
　１１/１８!・１２/９!・１/２０!・２/３!
　３/２!

●サマーキャンパス（体験入学）（参加費無料）
　７月２２日!・８月５日!・８月２６日!
●スプリングキャンパス（参加費無料）
　２０２４年３月２３日!
●CFCファッションコンテスト
　本校最大の行事で、毎年感性がぶつかりあう見ごたえのある作品が登場します。
　（２０２４年２月１０日!にデザインホール（ナディアパーク・デザインセンタービル３F）にて開催）
●校内ショップオープン
　自分で企画製作した商品や、ニューヨーク・ヨーロッパでバイイングしてきた商品を販売します。
●学校見学・入学相談（オンラインでも実施）随時受付（事前にご連絡下さい。）
　月～金　　：AM１０：００～PM５：００（授業見学は月～金のAM１０：００～PM３：００までです。）
　土曜・日曜・祭日：AM１０：００～PM３：００
※詳細については入学案内係までお問い合わせ下さい。TEL（０５６６）８２－８０１０
　又はホームページにてご覧下さい。　https://chubu.cfc.ac.jp

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

家政
分野


