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フラワーデザイナー資格検定試験 実施要項    2015年 4月施行 

    級 ３級資格検定試験 ２級資格検定試験 １級資格検定試験 

受験資格 

 

 

 

 

 

 

 

下記①②③のいずれかの条件を満たした

者。①NFD 準会員、非会員は問わない。但

し、受験日の４０日前までに、受験必須単

位として４０単位以上を履修した証明（履

修認定書の提出）をNFD講師から受けた者。

②資格認定委員会から受験資格を受けた

者。③３級フラワー装飾技能士の有資格者

で合格証書の写しを提出した者。 

下記①②③のいずれかの条件を満たした

者。①NFD３級正会員として在籍し、３級

合格後から受験日の４０日前までに受験必

須単位４０単位以上を履修した証明（履修

認定書の提出）を NFD講師から受け、当年

度会費を納めた者。②資格認定委員会から

受験資格を受けた者。③２級フラワー装飾

技能士の有資格者で合格証書の写しを提

出した者。 

下記①②③のいずれかの条件を満たした

者。①NFD２級正会員として在籍し、２級

合格後から受験日の４０日前までに受験必

須単位４０単位以上を履修した証明（履修

認定書の提出）を NFD講師から受け、当年

度会費を納めた者。②資格認定委員会から

受験資格を受けた者。③１級フラワー装飾

技能士の有資格者で合格証書の写しを提

出した者。 

試験区分 学科試験と実技試験の２区分で行い、共に合格しなければならない。 

受験必須単位 
４０単位以上      ※1レッスン＝１単位（２時間を目安） 

「出題９テーマ」を各２単位以上、「必修３テーマ」を各２単位以上、「選択テーマ」を１６単位以上、合計４０単位以上 裏面参照  

試験科目・

出題テーマ 

及び 

試験時間 

 

学科試験（４５分） 

実技試験（２問／アレンジメントから 1テ

ーマと花束又は花嫁の花束から1テーマを

指定する。） 

■アレンジメント（６０分） 

①共同形態     ②植生的 

③並行－植生的   ④並行－装飾的 

⑤構造的 

■花束（９０分） 

⑥丸い花束   

⑦円錐形の花束 

■花嫁の花束（９０分） 

⑧モダン－装飾的花嫁の花束 

⑨丸い花嫁の花束 

学科試験（４５分） 

実技試験（２問／アレンジメントから 1テ

ーマと花束又は花嫁の花束から１テーマ

を指定する。） 

■アレンジメント（６０分） 

①巻かれたもの  ②高く挿された 

③静止と動き   ④自然的 

⑤交差       

■花束（９０分） 

⑥モダン－装飾的花束  

⑦水平の花束 

■花嫁の花束（９０分） 

⑧非対称形の花嫁の花束 

⑨滴形の花嫁の花束 

学科試験（４５分） 

実技試験（２問／アレンジメントから１テ

ーマと花束又は花嫁の花束から１テーマ

を指定する。） 

■アレンジメント（６０分） 

①新古典的     

②高く上昇する円錐形  ③弓形 

④相互に入りまじって  ⑤絵のような 

■花束（９０分） 

⑥ほぐれた装飾的花束 

⑦枠組みの花束 

■花嫁の花束（９０分） 

⑧流れるような花嫁の花束 

⑨ほぐれた装飾的花嫁の花束 

出題テーマ

の発表 

各級いずれの試験出題テーマも下記の方法にて発表。 

①試験日の１ヶ月前に「NFDホームページ」にて発表。②試験日の１ヶ月前に受験票に同封の案内にて発送。問い合わせ不可。 

支給資材 吸水フォーム、コケ（ドライ）または水ゴケ、ヒゲ付きバイン、ブーケホルダー ※支給資材は、該当テーマにのみ配布 

携 行 品 

受験票、鉛筆 HB、消しゴム ／ 花器、花束用花器（バケツやペット容器等の代用は不可）またはブーケスタンド ／ テーマに

応じた必要な資材（麻ひも、リボン（グリーン）、フローラテープ、ワイヤ（裸ワイヤのみ）、両面テープ、接着剤、石など） ／ 

机用・床用養生シート、ゴミ袋（透明・半透明）、雑巾、吸水フォームカット用道具、小花用バケツ、布製ガムテープ（紙製使用不

可）またはマスキングテープ、その他制作に必要な道具類。  

受 験 料 
学科  ￥２，１６０－（税込） 学科   ￥２，１６０－（税込） 学科   ￥２，１６０－（税込） 

実技 ￥１４，０４０－（花材費・税込） 実技 ￥１９，４４０－（花材費・税込） 実技 ￥２４，８４０－（花材費・税込） 

受験の免除 
学科・実技のいずれか不合格の者は、次回の受験に際し合格している試験区分について免除する。なお、免除許可書を添付し、該

当区分の受験料を納めなければならない。免除許可書の有効期間は２年間。再発行手数料は￥３，２４０－となります。 

合否発表 学科及び実技試験ともに実施後２週間以内に審査得点を記載した書面にて発送。問い合わせ不可。 

 

■資格検定試験の申込方法（受験日の４０日前必着厳守） 

① インターネットでのお申込み → http://www.nfd.or.jp/   

② 書面でのお申込み 

受験希望者は、受験希望の会場・日程・級、受験者名・会員番号(会員のみ)・住所・Tel、受験科目(実技・学科)を明記し、切手１４０円分

を同封して下記の資格検定試験係宛に「受験申込書」を請求してください。 

該当試験の払込用紙と受験申込書をお送りしますので、それに従ってお手続きください。 

受験の申込受付は、各試験実施日の３ヶ月前から４０日前まで（必着）です。（例：試験日が５/２０の場合、２/２０～４/１０） 

受付期間内でも定員に達した場合はそれ以前に締切らせていただきます。 

受験料の振込・履修手帳の提出も４０日前までが締切となりますので、余裕をもってお申込みください。 
 

■ その他 
※ 失格事項は、①未完成 ②テーマ違い ③迷惑行為 ④不正行為 ⑤資材の未使用 です。 

※ １、２級の受験に際し、公認校主宰者が学科試験免除申請書を発行した場合、学科試験を免除できます。 

※ 受験申込締切（受験日の４０日前）後の受験料の返還、受験内容の変更は一切受付けません。 
 

■申込先 

 

            

公益社団法人 

日本フラワーデザイナー協会 資格検定試験係  〒108-8585東京都港区高輪 4-5-6  Tel：03-5420-8741（代） 

 

 



受験必須単位 

出題テーマ９テーマ×２単位＝１８単位以上 

必修テーマ３テーマ×２単位＝ ６単位以上   合計４０単位以上 

選択テーマ         １６単位以上     ※1レッスン＝1単位（２時間を目安） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３級】 

出題テーマ  

下記９テーマ×２単位（２回）＝１８単位以上 

１ 共同形態   

２ 植生的    

３ 並行-植生的    

４ 並行-装飾的   

５ 構造的  

６ 丸い花束    

７ 円錐形の花束   

８ モダン－装飾的花嫁の花束  

９ 丸い花嫁の花束   
 

必修テーマ 

下記３テーマ×２単位（２回）＝６単位以上 

１ トライアンギュラーアレンジメント  

２ ヴァーティカルアレンジメント  

３ コサージ 

 

選択テーマ 履修手帳に作品番号を記入すること 

下記テーマ１６単位以上 

１ アレンジメント×４回（４単位）  

２ 花束     ×３回（３単位） 

３ 花嫁の花束  ×３回（３単位）  

４ 行事の花   ×２回（２単位）         

５ 壁飾り    ×２回（２単位） 

６ テーブルの花 ×２回（２単位） 
 

選択テーマ作品は下記より選択 

１ エルシェイプアレンジメント 

 ２ スプレイシェイプアレンジメント 

 ３ トピアリーアレンジメント 

４ リースアレンジメント  

５ プティデザイン  

６ 野菜と花 

 ７ 鉢植えと花  

８ カフスブーケ  

９ ラウンドブーケ（丸いタイプ） 

 １０ ラウンドブーケ（コウンタイプ）  

１１ ラウンドブーケ（平らなタイプ） 

 １２ バスケットブーケ  

１３ グリーンデザイン  

１４ 小さな花束  

１５ 枝物のデザイン 

 １６ プリザーブドデザイン  

１７ ドライフラワーデザイン  

１８ 誕生日の花  

１９ 寄せ植え（コンテナガーデン）  

２０ クリスマス  

２１ お正月 

 ２２ ハロウィン 

 ２３ バレンタイン  

２４ イースター  

２５ 桃・端午の節句  

２６ 母の日  

２７ 入学・卒業の花 
※NFD ウエディングフラワーコース修了証の写

しを提出する場合、そのほかに４.行事の花（２

単位）、５.壁飾り(２単位)の認定を受けると、

選択テーマ１６単位分として認定することが

可能です。 

【２級】 

出題テーマ  

下記９テーマ×２単位（２回）＝１８単位以上 

１ 巻かれたもの    

２ 高く挿された    

３ 静止と動き    

４ 自然的    

５ 交差  

６ モダン－装飾的花束  

７ 水平の花束 

８ 非対称形の花嫁の花束 

９ 滴形の花嫁の花束   
 

必修テーマ 

下記３テーマ×２単位（２回）＝６単位以上 

１ ホリゾンタルアレンジメント 

２ ドームアレンジメント  

３ キャスケードブーケ（ブーケホルダー） 

 

選択テーマ 履修手帳に作品番号を記入すること 

下記テーマ１６単位以上 

１ アレンジメント×４回（４単位）  

２ 花束     ×３回（３単位） 

３ 花嫁の花束  ×３回（３単位）  

４ 行事の花   ×２回（２単位）         

５ 壁飾り    ×２回（２単位） 

６ テーブルの花 ×２回（２単位） 
 

選択テーマ作品は下記より選択 

１ 不等辺三角形 

２ アンダープロポーション 

３ オーバープロポーション 

４ 木枠のデザイン 

５ 果物と花 

６ プティデザイン 

７ 多肉植物とデザイン 

８ カフスブーケ  

９ メリアブーケ 

１０ ナチュラルステムブーケ 

１１ シャワーブーケ 

１２ ランを使ったブーケ 

  １３ 和のブーケ 

１４ 枝物のデザイン  

１５ グリーンデザイン 

１６ プリザーブドデザイン 

１７ 器を作る  

１８ 悲しみの花  

１９ コラージュ 

２０ 植物を編むデザイン 

２１ クリスマス 

２２ お正月 

２３ ハロウィン 

２４ バレンタイン 

２５ イースター 

２６ 桃・端午の節句  

２７ 母の日 
※NFD ウエディングフラワーコース修了証の写

しを提出する場合、そのほかに４.行事の花（２

単位）、５.壁飾り(２単位)の認定を受けると、

選択テーマ１６単位分として認定することが可

能です。 

【１級】 

出題テーマ  

下記９テーマ×２単位（２回）＝１８単位以上

１ 新古典的   

２ 高く上昇する円錐形   

３ 弓形   

４ 相互に入りまじって  

５ 絵のような  

６ ほぐれた装飾的花束   

７ 枠組みの花束   

８ 流れるような花嫁の花束   

９ ほぐれた装飾的花嫁の花束   

 

必修テーマ 

下記３テーマ×２単位（２回）＝６単位以上 

１ コウンアレンジメント  

２ オーバルアレンジメント 

３ キャスケードブーケ（ワイヤテクニック） 

 

選択テーマ 履修手帳に作品番号を記入すること 

下記テーマ１６単位以上 

１ アレンジメント×４回（４単位）  

２ 花束     ×３回（３単位） 

３ 花嫁の花束  ×３回（３単位）  

４ 行事の花   ×２回（２単位）         

５ 花留     ×２回（２単位）   

６ オブジェ   ×２回（２単位） 
 

選択テーマ作品は下記より選択 

１ クレセント  

２ ファン  

３ スクエア  

４ 器を組み合わせるデザイン  

５ 枠（額）のデザイン  

６ 一種類のデザイン 

７ ブリティッシュトラディショナル  

８ 図形的  

９ ビーダマイヤーブーケ  

１０ ボールブーケ  

１１ バッグブーケ  

１２ ランを使ったブーケ  

１３ グリーンデザイン  

１４ 枝物のデザイン  

１５ 異素材を使ったデザイン  

１６ 器を作る  

１７ 悲しみの花  

１８ 枝の花留め 

１９ 葉の花留め 

２０ 木・枝・葉のオブジェ 

２１ クリスマス  

２２ お正月 

２３ ハロウィン 

２４ バレンタイン 

２５ イースター 

２６ 桃・端午の節句  

２７ 母の日 
※NFDウエディングフラワーコース修了証の写し

を提出する場合、そのほかに４.行事の花(２単

位)、５.花留(２単位)、６.ｵﾌﾞｼﾞｪ(２単位)の中

から４単位の認定を受けると、選択テーマ１６単

位分として認定することが可能です。 

 


