
検定試験でスマートに人材育成!

Withコロナ時代に適応した
商工会議所のネット試験をご活用ください

当所ではビジネス・スキルアップに役立つ様々な検定試験を実施しております。商工会議所の検定試験は、ビジネ
スの現場で役立つ点が評価され、企業や学校で人材育成ツールとして活用されています。
令和3年度からネット試験に対応した検定試験が増え、日時を選んで様々な場所で受験ができるようになりました。
いっそう受験しやすくなった商工会議所の検定試験が、企業の人材育成をお手伝いします。

合否を学生の成績＋教師の評価基準に活用
（専門学校）

仕事に活かせる
カラーコーディネーション力

合格を社内の昇格要件としている（鉄鋼商
社）

コンプライアンス強化に直結する
ビジネスの現場に即した法律知識 福祉住環境コーディネーターの称号は業務上

有用（専門商社）

福祉×建築×医療で提案力を磨く

スコアを英文会計習得度の目安として活用
（製造業）

ビジネスの共通言語
簿記と英語を一緒に学ぶ

SDGsの取り組み推進に向けて、全社員に受
験推奨（建設業）

持続可能な社会の実現のために
不可欠な環境問題の基礎知識 合格をライン管理職登用の必須要件としてい

る（流通業）

■試験期間内であれば、平日や業務時間内
にも受験できます（土日・祝祭日も可）

■従業員に受験を勧めやすくなります

■次のステップアップにすぐに取り組めます
■モチベーションが維持しやすくなります

■時間を効率的に使えます
■受験に向けた学習に集中できます
■「3密」を回避できます

管理職に必須のマネジメントの基礎

1. 受験日時が選べる! 2. 即時採点ですぐに合否がわかる! 3. 自宅や会社で受験できる!

■団体申込とは
企業や学校などで受験者人数が3名
以上の場合に、まとめて管理ができ
る制度です。社員の人材育成などに
ご活用いただけます。
※受験申込は各受験者が行う必要があります。

■団体申込のメリット
・受験料の支払を一括管理できます。
・受験者全員の成績を管理することができます。

団体申込の際、団体情報登録時に団体推進コードが必要となります。
団体申込をご検討の企業・団体のご担当者様は、検定・企業研修グループに
団体推進コードをお問い合わせください。（TEL 092-441-2189）

▲

受験者のコンピュータで受験いただく方式です。▲

申込前に「使用機器」、「受験環境」をご確認ください。 
※要件を満たしていない場合は、受験できません。
※今年度は、使用機器や受験環境等のご用意が困難な方を対象にCBT（テストセンターでの受験）方式を用意しております。

Q. 受験にはどの程度のパソコンスキルが必要ですか。
　 マウスやタッチパッドの操作ができれば問題ありません。

Q. 受験にあたってアプリケーションをインストールする必要はありますか。
　 必要ありません。ブラウザ以外のアプリケーションは使用不可です。

本記事に関するお問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

特 集 2

カラーコーディネーター

ビジネス実務法務

ビジネスマネージャー

検定名 級 回 団体情報登録期間 申込期間 施行日 受験料（税込）

アドバンスクラス
スタンダードクラス

2・3級

―

第51回

第50回

第14回

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月3日（金）
～9月14日（火）

9月29日（水）
～10月25日（月）

9月29日（水）
～11月1日（月）

9月29日（水）
～11月1日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

10月14日（木）
～11月8日（月）

アドバンスクラス：7,700円
スタンダードクラス：5,500円

2級：7,700円
3級：5,500円

7,700円

ビジネス会計

日商珠算（そろばん）

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～6級

第29回

第223回

10月17日（日）

10月24日（日）

8月30日（月）　　
　　～9月10日（金）

9月8日（水）　　
　　～9月10日（金）

1級：11,550円
2級：7,480円
3級：4,950円

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円
4～6級：1,020円

▲

日商簿記（2級・3級・初級）　

▲

リテールマーケティング（販売士）▲

日商原価計算初級　

▲

日商プログラミング　

▲

日商PC（文書作成、データ活用、プレゼン資料作成）▲

日商ビジネス英語　

▲

電子会計実務　

▲

キータッチ2000テスト　

▲

ビジネスキーボード

インターネット経由での検定試験　東商検定IBT ※IBT…Internet Based Test
ビジネス実務に直結する様々な知識やスキルを習得できます!

日商ネット試験（CBT）
日商ネット試験（CBT）に「日商簿記（2級・3級）」と「リテールマーケティング（販売士）」が新たに追加!
簿記と販売士が日時や場所をえらんで受験できるようになりました!
学習の進捗に合わせて受験できます。一定の要件を満たすことで団体受験も可能。
日商簿記は従来の統一試験もひきつづき実施しております。

⬇ もうすぐ申込がはじまる検定試験はコチラ ⬇

東商検定IBT  3つの特徴

お申し込みの流れ

対象となる検定試験

お申し込みに
あたって

日商ネット試験対応
の検定試験

・申込サイトより受験日時、受験者情
報等を入力しマイページ開設

・申込時にクレジットカードまたはコン
ビニ払いを選択（コンビニ払いを選択
した方は、期限までにお支払い）

・申込完了後、申込完了メールが届く

受験申込
・受験サイトにアクセスし、メールアド
レスとパスワードでログイン

・webカメラを通じた本人確認を行い、
試験開始

・試験中はwebカメラを通じてリアル
タイムに監視し、不正行為を防止

（試験当日）試験開始
・試験終了後、即時採点された結果が
画面に表示される

・マイページで成績レポートも印刷可
・有料で合格証も購入可

成績照会

団体受験でスマートに人材育成！  東商検定IBTは団体申込に対応しています。

Q＆A

■IBT方式

■会場集合型の統一試験
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