
【日本商工会議所検定】
＊日商・・・日本商工会議所

１級
8/2（火)

１級
8/9（火)

2･3級
6/28（火)

2･3級
7/19（火)

１級
1/10（火)

１級
1/24（火)

2･3級
12/6（火)

2･3級
1/10（火)

第163回 ２・３級 2023/2/26(日) 2・3級
3/14(火)

2・3級
4/4(火)

1級　7,850円
2級　4,720円
3級　2,850円

※施行級・日時・申込方法は各ネット試験会場により異なります。受験料の他、別途事務手数料が発生する場合があります。

※詳細は日本商工会議所HP（https://www.kentei.ne.jp/）をご確認ください。

第225回 １～３級

第135回 段    位

第226回 １～３級

第136回 段    位

第227回 １～３級

第137回 段    位

リテールマーケティング
（販売士）

随時

1級　7,850円
2級　5,770円
3級　4,200円

※別途 事務手数料550円

※施行級・日時は各ネット試験会場（テストセンター）により異なります。

※詳細は日本商工会議所HP　（https://www.kentei.ne.jp/）をご確認ください。

随時
※施行級・日時・申込方法は各ネット試験会場により異なります。

※詳細は日本商工会議所HP　（https://www.kentei.ne.jp/）をご確認ください。

検定種別 回　数
シーズ

ン
級 申込場所 合格発表日 受験料（税込） 備　　考

 〔2022年度〕　習志野商工会議所検定試験日程表   ※下記予定は変更となる場合がございます。最新情報につきましては、当所ホームページ等にて随時お知らせしてまいります。

検定種別 回　数 級 施行日 申込受付期間 申込場所 試験会場 合格発表日
（ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ）

証書交付
開始日

第162回 1～３級 2022/11/20(日) 10/4(火)～10/21(金)

1/10(火)～1/27(金)

受験料（税込） 備　　考

簿　記

第161回 1～３級 2022/6/12(日)  4/25(月)～5/13(金)

ネット申込
習志野商工会議所HP

https://www.narashino-
cci.or.jp/

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2号館

1級　7,850円
2級　4,720円
3級　2,850円

※別途 受付手数料660円

2・3級
ネット試験

（ＣＢＴ方式）

　※下記の受験停止期間を除き、随時施行しています。

　　　　・2022/4/1（金）～4/13日（水）
　　　　・2022/6/6（月）～6/15日（水）
　　　　・2022/11/14（月）～11/23（水）
　　　　・2023/2/20（月）～3/1（水）

ネット申込
商工会議所ネット試験施行機関HP

https://www.kentei.ne.jp/33013

試験結果は即時。
合格者にはデジタル合格証（QRコード

からご自身のスマートフォン等に
ダウンロードする仕組み）を発行。

＜試験開始＞
　　３級　９時　　　　２級　１０時３０分　　　　１級　午後１時

　　段位（珠算）　午後１４時３０分　　　　段位（暗算）　午後１５時３０分

 ※会場収容人員を満たした場合、申込期間中でも受付を締切ります。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。

2022/10/23(日) 9/15(木)～9/22(木)
9時～12時/13時～17時

11/1(火) 11/29(火)

2023/2/12(日) 1/5(木)～1/12(木)
9時～12時/13時～17時

2/24（金）

＜試験開始＞
　　１・３級　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。

 ※団体受験を希望の場合は当所までご連絡下さい。なお、合格証書は申込書取り纏め団体を介して交付致します。

3/28(火)

1～3級
ネット試験

（ＣＢＴ方式）
随時

ネット申込
（申込専用ページ）

https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci_retailsales

試験結果は即時。
試験終了後、日本商工会議所で確認後、

合格者には認定証（カード）を送付。

　その他の日商ネット試験

　【日商ＰＣ】　　　　　 【日商ビジネス英語】
  【日商簿記初級】　  【ビジネスキーボード】
　【原価計算初級】    【日商プログラミング】

随時
ネット申込

商工会議所ネット試験施行機関HP
https://www.kentei.ne.jp/

各試験についての詳細は日本商工会議所HP（https://www.kentei.ne.jp/）
をご確認いただくか、各試験会場へお問合せください。

日商珠算
（そろばん）

2022/6/26(日)  5/20(金)～5/26(木)
9時～12時/13時～17時

習志野商工会議所
※窓口申込のみ

習志野商工会議所

7/5(火) 8/2(火)

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

BATIC（国際会計検定）®

7/22(金)～8/8(月)

11/11(金)～11/28(月)

【東京商工会議所検定】

施行期間

第49回

第48回

第49回

※CBTの
み

福祉住環境コーディネーター

検定試験®

 ビジネス実務法務検定試験®

12/4(日)

7/1(金)～7/19(火)　

10/21(金)～11/7(月)

　ビジネスマネジャー検定試験®

7/1(金)～7/19(火)

10/21(金)～11/7(月)

-

-

-

第1

環境社会検定試験（ｅｃｏ検定）®

7/22(金)～8/8(月)　

第43回

第44回

第32回

第33回

第15回

第16回

第52回

第51回

第52回 第2

12,100円

第2

第1

第2

第1

第2

団体登録期間【10/17(月)～10/28(金)】

団体登録期間【4/25(月)～5/13(金)】

団体登録期間【5/23(月)～6/3(金)】

第1

カラーコーディネーター検定試験®

11/11(金)～11/28(月)　

10/21(金)～11/7(月)

7/1(金)～7/19(火)
アドバンスクラス

スタンダードクラス

第1

第2

第52回

第53回

11/11(金)～11/28(月)

7/22(金)～8/8(月)

12/4(日)

2・3級

第1

第2

※CBTの
み

1級

2・3級

1級

申込受付期間

6/15(水)～6/24(金)

団体登録期間【5/23(月)～6/3(金)】

10/5(水)～10/14(金)

団体登録期間【9/12(月)～9/22(木)】

6/15(水)～6/24(金)

9/13(火)～9/22(木)

団体登録期間【8/22(月)～9/2(金)】

11/1(火)～11/10(木)

10/5(水)～10/14(金)

団体登録期間【9/12(月)～9/22(木)】

5/25(水)～6/3(金)

2級　7,700円
3級　5,500円

12,100円

2級　7,700円
3級　5,500円

詳細は東京検定ウエブサイト
https://www.kentei.orgをご確認下さい。

9/13(火)～9/22(木)

団体登録期間【8/22(月)～9/2(金)】

東京検定ウエブサイト
https://www.kentei.org

試験当日

級の設定なし5,500円

級の設定なし5,500円

級の設定なし7,700円

アドバンスクラス　　7,700円
スタンダードクラス　5,500円

6/15(水)～6/24(金)

団体登録期間【5/23(月)～6/3(金)】

10/5(水)～10/14(金)

団体登録期間【9/12(月)～9/22(木)】

5/25(水)～6/3(金)

団体登録期間【4/25(月)～5/13(金)】

団体登録期間【4/25(月)～5/13(金)】

9/13(火)～9/22(木)

団体登録期間【8/22(月)～9/2(金)】

11/1(火)～11/10(木)

団体登録期間【10/17(月)～10/28(金)】

5/25(水)～6/3(金)

【問合せ先】習志野商工会議所（経営室） ■住 所：〒 275-0016 習志野市津田沼4-11-14 ■ＴＥＬ：047-452-6700 ／FAX：047-452-6744 ■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.narashino-cci.or.jp ■営業時間：月曜～金曜 9:00～17:30（土・日・祝日、お盆、年末年始を除く）

2023年1月5日時点

■ネット試験： IBT方式（ご自身のPCを使って自宅や会社で受験する試験方式）／CBT方式（テストセンターと呼ばれる試験会場に設置されたPCを使って受験する試験方式）共通

【今年度からの注意事項】

●1級（ビジネス実務法務検定試験®／福祉住環境コーディネーター検定試験®）の試験時間は

90分×2回に短縮しました。受験資格は2級に合格していなくても受験可能です。


