平成 30 年度

簿記検定試験
試験案内･申込書
身につけた知識やスキルが
そのまま実務に通用する
商工会議所の簿記検定で
キャリア・アップ
しませんか？

（主催：鎌倉商工会議所・日本商工会議所）

■日商簿記検定試験とは・・
簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績
と財政状態を明らかにする技能です。企業の活動を適切、かつ
正確に情報公開するとともに、経営管理能力を身につけるため
に、簿記は必須の知識です。

■学習するメリットは？
☆簿記の学習を通じて、「財務諸表を読む力」「経営管理能力・
分析力」などが身につくため、経理事務のみならず、全ての
社会人のスキルアップやキャリアアップにも最適です！
☆最近は大学の入試や単位認定にも活用されています！
☆就・転職活動するときに、自信を持って履歴書に書けます！

■受験資格
学歴・年齢・性別・国籍等の制限はありません。
＊１・２級、２・３級の併願受験も可能です。

■試験日程
第149回（１〜３級）
試験日

第150回（１〜３級）

第151回（２〜３級）

平成30年６月10日㈰ 平成30年11月18日㈰ 平成31年２月24日㈰

平成30年４月２日㈪ 平成30年９月10日㈪ 平成30年12月17日㈪
窓口
〜
〜
〜
受付期間 平成30年５月11日㈮ 平成30年10月19日㈮ 平成31年１月25日㈮
インターネット 平成30年４月２日㈪ 平成30年９月10日㈪ 平成30年12月17日㈪
〜
〜
〜
受付期間
※受付最終日注 平成30年５月10日㈭ 平成30年10月18日㈭ 平成31年１月24日㈭
合格発表日
平成30年６月18日㈪ 平成30年11月26日㈪
（2〜3級）

平成31年３月４日㈪

平成30年７月２日㈪ 平成30年12月10日㈪ 平成31年３月18日㈪
合格証書
〜
〜
〜
交付期間
平成30年８月17日㈮ 平成31年１月25日㈮ 平成31年４月26日㈮
＊定員に達し次第、受付期間内であっても受付を締め切ります。
＊なお、１級の合格発表は、試験実施から 50 日前後に各自に封書
で試験結果と点数をご連絡致します。
＊第 151 回は、１級の試験を実施致しません。
＊インターネットで受付された方につきましては、受験票・合格証
書を登録された住所に郵送します。
＊インターネット受付の最終日は、クレジットカード決済のみの受
付となります。

■受験料

１級 7,710 円
２級 4,630 円
３級 2,800 円
＊インターネット受付は上記受験料の他に、事務手数料 650 円（併願
1,000 円）が必要です。

■試験時間

１級 午前９時 00 分〜（制限時間３時間＊途中休憩 15 分あり）
２級 午後１時 30 分〜（制限時間２時間）
３級 午前９時 00 分〜（制限時間２時間）

■試験会場（地図は本案内裏面に記載）

鎌倉市立御成中学校（開場：午前８時 30 分）
鎌倉市笹目町２−１
※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用下さい。

■申込方法

「窓口受付」または「インターネット受付」の方法でお申込み下さい。
※受験申込書への記載はＪＩＳ第1・第2水準の文字でご記入下さい。
それ以外の文字でご記入された場合の合格証書等への記載は、予
告なく変更させていただく場合がございます。

1. 窓口申込
・ 本案内備付の申込書に必要事項をご記入のうえ、受付期間内に
受験料を添えてお申込み下さい。
・ 申込書は、必ず受験者自筆でお申込み下さい。（代理人の場合は、
受験者が自筆で申込書をご記入頂き、代理人が申込書をご持参
下さい。）
2. インターネット申し込み
・鎌倉商工会議所ホームページよりお申込みが出来ます。
詳細はホームページをご覧下さい。
http://www.kamakura-cci.or.jp/
□試験１週間前までに受験票を郵送致します。試験１週間前まで
に受験票が届かない場合には、必ずご連絡下さい。
□いずれの申込方法においても、書類不備または受付期間外の申
込は無効となります。
□申込期間内であっても、定員に達した場合には締め切らせてい
ただく場合があります。お早めにお申し込みください。
鎌倉商工会議所ホームページより申込書をダウンロードして使用
することができます。

■窓口受付時間

午前９時〜午後５時（平日） ＊土日祝祭日はお休みです。

■受験上の注意事項

●試験当日の持ち物は以下のとおりです。忘れ物があっても当日、
貸し出しは致しません。
☆受験票
☆本人確認ができるもの（原則として氏名・生年月日・顔写真の
いずれも確認できるもの。運転免許証・パスポート・社員証・
学生証など。ただし、小学生以下は除きます。）
☆筆記用具（HB または B の黒鉛筆、シャープペン、消しゴム）
☆計算器具（そろばん、電卓など。ただし、電卓は、計算機能の
みのものに限ります。）
☆上履き（スリッパ等）
●試験開始 10 分前までには、必ず試験教室に入室して下さい。
●私物は足元に置いて下さい。
●試験会場での飲食は、所定の教室で所定時間内にお願いします。
●携帯電話・ポケットベル等の電源は切って下さい。
●教室内のものには、絶対に手を触れないで下さい。
●試験会場に冷暖房がないため、服装等に留意して下さい。
●試験当日、身分証明書または受験票を忘れた方は、試験委員控
室で必要な手続きをおとり下さい。
・身分証明書を忘れた方は、本人確認申請書を記入して頂きます。
・試験終了後に身分証明書をご持参または身分証明書のコピーを
郵送して頂きます。
●お身体に不自由がある方で、受験に際し特別の措置を要する場
合は事前にご連絡ください。

■合格基準

■受験者への連絡・注意事項

■個人情報の取り扱いについて

各級とも 100 点を満点とし、70 点以上をもって合格とします。
ただし、１級に限り１科目毎の得点が 40％に満たない者は不合
格とします。

●受験料の返還
一度申し込まれた受験料の返還および試験日の延期・変更、受
験地の変更は認められません。
●入場許可
試験会場には所定の申込手続きを完了した受験者本人のみ入場
を許可します。
●遅刻
試験開始後の試験会場への入場は認めません。
●試験中の禁止事項
次に該当する受験者は失格とし、試験途中で受験をお断りする
とともに、今後も受験をお断りするなどの対応を取らせていた
だきます。
・試験委員の指示に従わない者。
・試験中に助言を与えたり、受けたりする者。
・答案用紙を持ち出す者。
・本人の代わりに試験を受けようとする者、または受けた者。
・他の受験者に対する迷惑行為を行う者。
・暴力行為や器物破損など試験に対する妨害行為におよぶ者。
・その他の不正行為を行う者。
●飲食、喫煙
試験中の飲食、喫煙はできません。
●試験施行後に不正が発覚した場合の措置
試験の施行後、不正が発覚した場合、当該受験者は失格または
合格を取り消し、今後の受験をお断りするなどの対応を取らせ
ていただきます。
●試験内容、採点に関する質問
試験問題の内容および採点内容、採点基準・方法についてのご
質問には、一切回答できません。
●答案の公開、返却
受験者本人からの求めでも、答案の公開、返却には一切応じら
れません。
●合格証書の再発行
合格証書の再発行はできません。
●試験が施行されなかった場合の措置
台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、停電、シス
テム上の障害、その他不可抗力による事故等の発生により、や
むをえず試験が中止された場合は、当該受験者に受験料を全額
返還いたします。ただし、中止にともなう受験者の不便、費用、
その他の個人的損害については何ら責任を負いません。
●答案の採点ができなかった場合の措置
台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、盗難、シス
テム上の障害等により、答案が喪失、焼失、紛失し採点できな
くなった場合は、当該受験者に受験料を全額返還いたします。
ただし、これにともなう受験者の不便、費用、その他の個人的
損害については何ら責任を負いません。

本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試
験施行における本人確認、受験者・合格者台帳の作成、合格証書・
合格証明書の発行および検定試験に関する、連絡・各種情報提供
の目的にのみ使用いたします。前記の「受験者への連絡・注意事項」
をご承諾のうえでお申込下さい。

■合格発表
合格発表は、合格された方の受験番号を、鎌倉商工会議所ホーム
ページ（http://www.kamakura-cci.or.jp/）に掲載するとともに鎌倉
商工会議所１階入口に掲示します。
＊電話等による試験の合否・成績についてのお問い合わせは一切お
答えできません。

■合格証書交付
●合格証書交付の際には、受験票を確認しますので、大切に保管し
て下さい。
●合格証書は鎌倉商工会議所２階事務局でお渡し致します。
＊インターネットで受付された方は、合格証書を郵送します。
●成績をお知りになりたい方は、必ず受験票をご持参下さい。受験
票のない方はお断り致します。
＊詳しくはホームページをご覧下さい。
●合格証書交付期間経過後は、合格証明書で代えるものとします。
その際は、合格証明書（有料）を別途申請して下さい。

■試験科目及び程度

鎌倉商工会議所 中小企業振興課
〒248-0012 鎌倉市御成町 17−29
TEL 0467-23-2562
FAX 0467-25-0900
受付時間 午前 9 時〜午後 5 時（平日）
ホームページ http://www.kamakura-cci.or.jp/

■交通アクセス
試験会場：鎌倉市立御成中学校（ＪＲ鎌倉駅西口から徒歩約 15 分）
申 込 先：鎌倉商工会議所（ＪＲ鎌倉駅西口から徒歩約３分）
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程度
公認会計士、税理士などの国家資格への登竜
門。１級に合格すると、税理士試験の受験資
商業簿記
格が得られる。大学で専門に学ぶ程度の商業
会計学
簿記、会計学、工業簿記、原価計算を修得し、
工業簿記
財務諸表規則や企業会計に関する法規をふま
原価計算
えて、経営管理や経営分析ができる。
・制限時間 ３時間
企業の財務担当者として必要な高校（商業高校）
商業簿記
程度の商業簿記、工業簿記が身につき、株式会社
工業簿記
の経営管理に役立つ。財務諸表を読むことができ、
（初歩的な原価
自社や取引先の経営内容を数字から把握できる。
計算を含む）
・制限時間 ２時間 ５題以内
企業で働く者に必須の基礎知識が身につき、
商店や中小企業の経理事務に役立つ。経理関
連書類を読むことができ、青色申告などの書
商業簿記
類作成もある程度できる。
・制限時間 ２時間 ５題以内
科目

■お問合せ先

