
　　※消費税引き上げに伴い、2019年10月より受験料が改定されます。 ＊日商・・・日本商工会議所

【2019年4月～9月】【2019年4月～9月】【2019年4月～9月】【2019年4月～9月】 【2019年10月～】【2019年10月～】【2019年10月～】【2019年10月～】

ネット申込  4/1(月)～5/17(金)
１級

7/30（火)
１級

8/ 6（火)

窓口申込

5/10(金)～5/17(金)
受付時間：9時～18時

※12(日)午前中のみ受付

2･3級
6/25（火)

2･3級
7/16（火)

ネット申込  10/1（火）～10/25(金）
１級

1/7（火)
１級

1/14（火)

窓口申込

10/18(金)～10/25（金)
受付時間：9時～18時

※20(日)午前中のみ受付

2･3級
12/3（火)

2･3級
1/7（火)

ネット申込 12/1(日)～1/24(金)

窓口申込

1/17(金)～1/24(金)
受付時間：9時～18時

※ 19(日)午前中のみ受付

第216回 １～３級

第126回 段    位

第217回 １～３級

第127回 段    位

第218回 １～３級

第128回 段    位

ネット申込 5/1（水）～6/21(金)

窓口申込
6/14(金)～6/21(金)

受付時間：9時～18時

ネット申込 12/1（日）～1/24(金)
1級

５０日後位に
合否通知を郵送

窓口申込
1/17(金)～1/24(金)

受付時間：9時～18時
2・3級

3/17(火)

その他その他その他その他
日商ネット試験日商ネット試験日商ネット試験日商ネット試験

アビバ津田沼校

　　　【日商ＰＣ検定】　【電子会計実務検定】　　　【日商ＰＣ検定】　【電子会計実務検定】　　　【日商ＰＣ検定】　【電子会計実務検定】　　　【日商ＰＣ検定】　【電子会計実務検定】
　　　【日商ビジネス英語検定】　　　【日商ビジネス英語検定】　　　【日商ビジネス英語検定】　　　【日商ビジネス英語検定】
　　　【ビジネスキーボード検定】　　　【ビジネスキーボード検定】　　　【ビジネスキーボード検定】　　　【ビジネスキーボード検定】
　　　【キータッチ2000テスト】　　　【キータッチ2000テスト】　　　【キータッチ2000テスト】　　　【キータッチ2000テスト】
　　　【日商簿記初級検定】【原価計算初級検定】 　　　【日商簿記初級検定】【原価計算初級検定】 　　　【日商簿記初級検定】【原価計算初級検定】 　　　【日商簿記初級検定】【原価計算初級検定】 他

        施行の有無及び日程は、
        各会場校へ直接お問い合せ下さい。

詳細は日本商工会議所ホームページ
（https://www.kentei.ne.jp/）にてご確認下さい。

日商PC検定日商PC検定日商PC検定日商PC検定
（文書作成）（文書作成）（文書作成）（文書作成）

（データ活用）（データ活用）（データ活用）（データ活用）
　　　　※施行級・日時は会場によって異なりますので、各会場校へ直接お問合せ下さい。 アビバ津田沼校

         1級　 10,290円
         2級     7,200円
         3級  　 5,140円
         Basic（基礎級）
　　　　          4,120円

         1級　10,480円
         2級　  7,330円
         3級　  5,240円
         Basic（基礎級）
　　　　         4,200円

4/7(火)

（注意事項）
 日商PC検定は、文書作成とデータ活用の２種類があります。
 左記受験料は、1種類の料金です。
 （例えば、文書作成３級とデータ活用３級を同時に受験する場合は
  10,280円(10月以降は10,480円）になります）

9/3(火)

習志野商工会議所
1級  7,710円
2級　5,660円
3級　4,120円

1級　7,850円
2級　5,770円
3級　4,200円

＜試験開始＞
　 １級・３級　午前９時３０分
　 ２級 　　　　午後１時

 ※合否については、習志野商工会議所ホームページおよび当所入口掲示板
    にてご確認下さい。

 ※１級受験者のみ結果を郵送致します。

2019.7.13(土) 習志野商工会議所

第85回 1～３級 2020.2.19(水)
資格の学校

TAC津田沼校

習志野商工会議所

1級　2,300円
2級　1,700円
3級　1,500円

（段位）
 珠算・暗算  2,900円
 珠算のみ    2,500円
 暗算のみ    1,200円

1級　2,340円
2級　1,730円
3級　1,530円

（段位）
 珠算・暗算 2,950円
 珠算のみ   2,550円
 暗算のみ   1,220円

＜試験開始＞
　 ３級・段位（珠算）　　　　　午前９時
 　１級・２級・段位（暗算)　　午前１０時

 ※会場収容人員を満たした場合、申込期間中でも受付を締め切ります。
　　また会場、時間等を変更することがあります。

 ※合否については、上級試験のみ習志野商工会議所ホームページおよび
　　当所入口掲示板にてご確認下さい。

 ※段位認定については、成績表を習志野商工会議所にて交付致します。

 ※平成２５年度より消しゴムの使用が禁止 になりました。

8/6(火)

11/26(火)

2020.2.9(日)
1/6(月)～1/9(木)

受付時間：9時～17時
3/24(火)

8/6(火)

日商珠算日商珠算日商珠算日商珠算
（そろばん）（そろばん）（そろばん）（そろばん）

2019.6.23(日)
5/13(月)～5/17(金)

受付時間：9時～17時

習志野商工会議所

7/2(火)

2/18(火)

2019.10.27(日)
9/17(火)～9/20(金)

受付時間：9時～17時
11/5(火)

リテールリテールリテールリテール
マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング

(販売士)(販売士)(販売士)(販売士)

第84回 ２・３級

習志野商工会議所
1級　7,710円
2級　4,630円
3級　2,800円

1級　7,850円
2級　4,720円
3級　2,850円

＜試験開始＞
　１・３級　午前９時
　    ２級　午後１時３０分
　
 ※試験会場は申込状況により異なります。
　
 ※合否については、習志野商工会議所ホームページおよび当所入口掲示板
    にてご確認下さい。１級受験者のみ、結果を郵送致します。

 ※団体申し込みの場合は、申込書取り纏め団体を介して証書を交付致します。

第153回 1～３級 2019.11.17(日)

【大原学園津田沼校・
資格の学校ＴＡＣ津田
沼校（両校生徒のみ）
の申込期間は左記と異
なります。】第154回 ２・３級 2020.2.23(日) 3/10(火) 3/ 31（火）

簿　　記簿　　記簿　　記簿　　記

第152回 1～３級 2019.6.9(日) サンロード津田沼
 

習志野商工会議所

京成電鉄労働組合会館

大原学園津田沼校

資格の学校
ＴＡＣ津田沼校

 

 【大原学園津田沼校
および資格の学校ＴＡＣ
津田沼校は生徒のみ】

　　　　 〔2019年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表     　　　　 【日本商工会議所検定】　　　　 〔2019年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表     　　　　 【日本商工会議所検定】　　　　 〔2019年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表     　　　　 【日本商工会議所検定】　　　　 〔2019年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表     　　　　 【日本商工会議所検定】

検定種別検定種別検定種別検定種別 回　数回　数回　数回　数 級　別級　別級　別級　別 施行日施行日施行日施行日 申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間 試験会場(予定)試験会場(予定)試験会場(予定)試験会場(予定)
合格発表日合格発表日合格発表日合格発表日
（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）

証書交付証書交付証書交付証書交付
開始日開始日開始日開始日

申込場所申込場所申込場所申込場所
受験料(税込)受験料(税込)受験料(税込)受験料(税込)

備　　考備　　考備　　考備　　考

■申込会場は、会場ごとに受付時間及び定休日が異なりますのでご注意下さい。

■申込多数の場合は、申込み期間中であっても締切ることがあります。

■電話による合否・成績に関するお問い合わせはお受けできません。

■合格証書の保管は、交付より１年間です。

■受験申込書への記入は、原則受験者本人の自筆となります。

■試験当日は、氏名、生年月日、顔写真を確認できる身分証明書をお持ちください。（ただし小学生は除きます）

※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード （個人番号カード）、学生証、社員証など

■試験日に使用できる筆記用具は、ＨＢ又はＢの黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴムのみです。

■税理士試験提出用の簿記1級合格証明書、または事業所提出・紛失等を目的とした各検定試験合格証明書の

発行手数料は1,080円（税込）（10月以降は1,100円）です。

【【【【問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先】】】】習志野商工会議所習志野商工会議所習志野商工会議所習志野商工会議所（経営室：検定係）

■住■住■住■住 所：〒所：〒所：〒所：〒 275275275275----0016001600160016 習志野市津田沼習志野市津田沼習志野市津田沼習志野市津田沼4444----11111111----14141414 ■ＴＥＬ：■ＴＥＬ：■ＴＥＬ：■ＴＥＬ：047047047047----452452452452----6700 6700 6700 6700 ／／／／FAXFAXFAXFAX：：：：047047047047----452452452452----6744674467446744

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.narashinohttps://www.narashinohttps://www.narashinohttps://www.narashino----cci.or.jpcci.or.jpcci.or.jpcci.or.jp

■営業時間：月曜～金曜■営業時間：月曜～金曜■営業時間：月曜～金曜■営業時間：月曜～金曜 9:009:009:009:00～～～～17:3017:3017:3017:30（土日祝日、お盆、年末年始を除く）（土日祝日、お盆、年末年始を除く）（土日祝日、お盆、年末年始を除く）（土日祝日、お盆、年末年始を除く）

【【【【試験会場または申込場所試験会場または申込場所試験会場または申込場所試験会場または申込場所】】】】
※裏面をご覧ください。また、詳しい会場案内等につきましては、習志野商工会議所ＨＰをご確認ください。

【【【【日本商工会議所検定について日本商工会議所検定について日本商工会議所検定について日本商工会議所検定について】】】】 ※※※※日本商工会議所ホームページ日本商工会議所ホームページ日本商工会議所ホームページ日本商工会議所ホームページ https://www.kentei.ne.jp/https://www.kentei.ne.jp/https://www.kentei.ne.jp/https://www.kentei.ne.jp/



 　　　〔2019年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表   　　　　  　 【東京商工会議所検定】 　　　〔2019年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表   　　　　  　 【東京商工会議所検定】 　　　〔2019年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表   　　　　  　 【東京商工会議所検定】 　　　〔2019年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表   　　　　  　 【東京商工会議所検定】
　   ※消費税引き上げに伴い、2019年10月より受験料が改定されます。 ＊東商・・・東京商工会議所

【2019年4月～9月】【2019年4月～9月】【2019年4月～9月】【2019年4月～9月】 【2019年10月～】【2019年10月～】【2019年10月～】【2019年10月～】

第46回 ２・３級 2019.6.16(日)
3/26（火）～4/26（金 ）

（団体登録は4/24に締切）

第47回 1～３級 2019.12.1(日)
9/17（火）～10/18（金）

（団体登録は10/16に締切）

第45回 ２・３級 2019.6.30(日)
4/16（火）～5/17（金）

（団体登録は5/15に締切）

第46回 1～3級 2019.12.8（日）
9/24（火）～10/25（金）

（団体登録は10/23に締切）

第42回 ２・３級 2019.7.7(日)
4/23（火）～5/24（金）

（団体登録は5/22に締切）

第43回 １～３級 2019.11.24(日)
9/10（火）～10/11（金）

（団体登録は10/9に締切）

第26回 2019.7.21(日)
5/7（火）～6/7（金）

（団体登録は6/5に締切）

第27回 2019.12.15(日)
10/1（火）～11/1（金）

（団体登録は10/30に締切）

＜試験開始＞
　  ３級　午前１０時
    ２級　午後１時３０分
    １級　午前１０時　/　午後１時３０分

　※１級は申込登録時点で２級合格者のみ受験できます。
　　　（２級証書番号が必要です。）

 1級    2020/3/13（金）
 2･3級 2020/1/6　（月）
（*東商より合格証(ｶｰﾄﾞ)直送）

1級　10,800円
2級　　6,480円
3級　　4,320円

 環境社会検定試験 環境社会検定試験 環境社会検定試験 環境社会検定試験®®®®

（eco検定)（eco検定)（eco検定)（eco検定)
当所検定試験会場

  8/23（金）
（*東商より合格証(ｶｰﾄﾞ)直送） インターネット

東京商工会議所
　検定センター

　5,400円 　5,500円
＜試験開始＞
    午後１時３０分

  2020/1/24（金）
（*東商より合格証(ｶｰﾄﾞ)直送）

 福祉住環境コーディネーター 福祉住環境コーディネーター 福祉住環境コーディネーター 福祉住環境コーディネーター

 検定試験 検定試験 検定試験 検定試験®®®® 当所検定試験会場

  8/9（金）
（*東商より合格証(ｶｰﾄﾞ)直送） インターネット

東京商工会議所
　検定センター

1級　11,000円
2級　　6,600円
3級　　4,400円

1級　9,620円
2級　7,480円
3級　5,340円

＜試験開始＞
 １・３級　午前１０時
　   ２級　午後１時３０分 1級    2020/1/31（金）

 2･3級 2020/1/10（金）
（*東商より合格証(ｶｰﾄﾞ)直送）

 ビジネス実務法務 ビジネス実務法務 ビジネス実務法務 ビジネス実務法務

 検定試験 検定試験 検定試験 検定試験®®®® 当所検定試験会場

 8/2(金)
（*東商より合格証(ｶｰﾄﾞ)直送） インターネット

東京商工会議所
　検定センター

1級　10,800円
2級　　6,480円
3級　　4,320円

1級　11,000円
2級　　6,600円
3級　　4,400円

＜試験開始＞
    ３級　午前１０時
    ２級　午後１時３０分
    １級　共通問題　午前１０時　/　選択問題　午後１時３０分

　※１級は申込登録時点で２級合格者のみ受験できます。
　　　（２級証書番号が必要です。）

 カラーコーディネーター カラーコーディネーター カラーコーディネーター カラーコーディネーター

 検定試験 検定試験 検定試験 検定試験®®®® 当所検定試験会場

 7/19（金）
（*東商より合格証(ｶｰﾄﾞ)直送） インターネット

東京商工会議所
　検定センター

1級　9,440円
2級　7,340円
3級　5,250円

 1級    2020/3/13（金）
 2･3級 2020/1/17（金）
（*東商より合格証(ｶｰﾄﾞ)直送）

合格発表日合格発表日合格発表日合格発表日
（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）

証書交付証書交付証書交付証書交付
開始日開始日開始日開始日

申込場所申込場所申込場所申込場所
受験料(税込)受験料(税込)受験料(税込)受験料(税込)

備　　考備　　考備　　考備　　考試験会場(予定)試験会場(予定)試験会場(予定)試験会場(予定)検定種別検定種別検定種別検定種別 回　数回　数回　数回　数 級　別級　別級　別級　別 施行日施行日施行日施行日 申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間

【【【【試験会場または申込場所試験会場または申込場所試験会場または申込場所試験会場または申込場所】】】】 注：各試験により申込場所は異なりますので、日商検定・東商検定ともに日程表の申込場所覧を必ずご確認ください。

■申込登録期間内にインターネット登録又は、東京商工会議所検定センターにて電話登録のいずれかの方法になります。

その後、受験料払込取扱票（申込書）が郵送されてきますのでお振込み下さい。入金をもって申込みが完了となります。

■お振込みはコンビニ（振込締切日の23：59まで）又は郵便局（窓口営業時間帯）になります。

■東商検定は、2018年度下期検定試験より、ＷＥＢサイト上にてご自身の成績票を閲覧できる「ＷＥＢ成績票」を開始しました。

ＷＥＢ成績票照会ＵＲＬは、受験票のみに掲載されます。（不合格通知は発送されません。）

※インターネット環境のない方への対応：ＷＥＢ成績票照会期間開始日から5営業日の間、コールセンターにて成績票の発

送

希望を承ります。

＜試験会場／申込場所＞

・習志野商工会議所

習志野市津田沼4-11-14（ＪＲ津田沼駅南口より徒歩10分・京成津田沼駅より徒歩８分）

TEL：047-452-6700

営業時間：月～金 9：00～17：30 祝日休み

＜日商ネット検定のみ＞

・パソコン教室アビバ 津田沼校 TEL：047-477-0700

習志野市谷津1-16-1 Morisia津田沼レストラン棟7階 （ＪＲ津田沼駅南口より徒歩5分）

営業時間：月～日 10：30～21：00 （Morisia津田沼 休館日は休校 ※臨時休業あり）

＜申込場所のみ＞

・東京商工会議所検定センター（https://www.kentei.org/） TEL：03-3989-0777

営業時間：10：00～18：00（土日祝日、年末年始を除く）

＜試験会場のみ＞

・サンロード津田沼6階 ※問合せ先：習志野商工会議所

習志野市津田沼5-12-12（京成津田沼駅より徒歩1分）

・京成電鉄労働組合会館 ※問合せ先：習志野商工会議所

習志野市津田沼4-8-12（JR津田沼駅南口より徒歩12分・京成津田沼駅より徒歩5分）

・大原学園津田沼校 本館 （一般申込はありません）

TEL：047-472-7001

習志野市津田沼1-1-1（JR津田沼駅南口より徒歩5分）

・資格の学校ＴＡＣ津田沼校（一般申込はありません）

TEL：047-470-1831

習志野市谷津1-16-1Morisia津田沼オフィス棟11階

■東商4検定とも東京商工会議所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、及び検定ｾﾝﾀｰにて公式ﾃｷｽﾄを注文できます。

■カラー・ビジ法（１級除く）・福祉住（1級記述除く）・環境社会検定は試験問題の模範解答を東京商工会議所ＨＰで結果発表日

から公表します。

■東商検定試験日に持参する『筆記用具』のうち「消しゴム」については「プラスチック消しゴム」に限ります。

■東商検定試験日に持参する『時計』については原則として腕時計に限り、報通信機能のある時計や音が出る時計などは使用

できません。

■東京商工会議所検定センター ℡：03-3989-0777  （土日祝日、年末年始を除く10：00～18：00）

（注）締切り近くになりますと電話がつながりにくくなりますので、インターネットでの登録をお勧めします。

【【【【東京商工会議所について東京商工会議所について東京商工会議所について東京商工会議所について】】】】 ※※※※東京商工会議所ホームページ東京商工会議所ホームページ東京商工会議所ホームページ東京商工会議所ホームページ https://www.kentei.orghttps://www.kentei.orghttps://www.kentei.orghttps://www.kentei.org////

【【【【問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先】】】】

習志野商工会議所習志野商工会議所習志野商工会議所習志野商工会議所（経営室：検定係）

■住■住■住■住 所：〒所：〒所：〒所：〒 275275275275----0016001600160016 習志野市津田沼習志野市津田沼習志野市津田沼習志野市津田沼4444----11111111----14141414

■ＴＥＬ：■ＴＥＬ：■ＴＥＬ：■ＴＥＬ：047047047047----452452452452----6700 6700 6700 6700 ／ＦＡＸ：／ＦＡＸ：／ＦＡＸ：／ＦＡＸ：047047047047----452452452452----6744674467446744

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.narashinohttps://www.narashinohttps://www.narashinohttps://www.narashino----cci.or.jpcci.or.jpcci.or.jpcci.or.jp

■営業時間：月曜～金曜■営業時間：月曜～金曜■営業時間：月曜～金曜■営業時間：月曜～金曜 9:009:009:009:00～～～～17:3017:3017:3017:30

（土日祝日、お盆、年末年始を除く）（土日祝日、お盆、年末年始を除く）（土日祝日、お盆、年末年始を除く）（土日祝日、お盆、年末年始を除く）


