甲府商工会議所

平 成 ２８年 度 各 種 検 定 試 験 の ご 案 内
簿

記

企業が求める資格、第１位！！

検定試験日
第１４３回 １・２・３級
６／１２（日）
第１４４回 １・２・３級
１１／２０（日）
第１４５回 ２・３級
２／２６（日）

申込受付期間
認定校・団体：
書
店：
会 議 所：
認定校･団体：
書
店：
会 議 所：
認定校・団体：
書
店：
会 議 所：

４／１８（月）～ ４／２８（木）
４／１８（月）～ ４／３０（土）
４／１８（月）～ ４／２８（木）
９／２６（月）～ １０／７（金）
９／２６（月）～１０／ ９（日）
９／２６（月）～１０／７（金）
１／ ５（木）～ １／１３（金）
１／ ５（木）～ １／１７（火）
１／ ５（木）～ １／１７（火）

リテールマーケティング（販 売 士）
検定試験日
第７８回 ２・３級
７／９（土）

１級…￥７,７１０
２級…￥４,６３０
３級…￥２,５７０
☆１級申込者による申込書への顔写真貼付は廃止となりました。
☆試験会場 １級・２級・３級 ： 甲府商工会議所指定会場
☆受 付
受付は甲府商工会議所の他、次の書店でも行っています。
○柳正堂書店ｵｷﾞﾉ湯村SC店 (甲府市千塚1-9-14 ｵｷﾞﾉ湯村SC店 受付時間：10:00～20:00)
○朗月堂書店本店 (甲府市貢川本町13-6 受付時間：10:00～21:30)
○ｼﾞｭﾝｸ堂書店岡島甲府店 (甲府市丸の内1-21-15 受付時間：10:00～19:00)
○丸善キャンパスショップ山梨学院店（受付不可：土日祝日、山梨学院休校日）

（甲府市酒折2-4-5 受付時間：8：30～18：30）

マーケティング力強化で流通・小売をリードする！！

申込受付期間

☆受験料

１級…￥７,７１０
３級…￥４,１２０

２級…￥５,６６０

５／３０（月） ～ ６／１０（金）

第７９回 １・２・３級
２／１５（水）

日商PC

☆受験料

１２／１９（月） ～ １／１３（金）
※12/28～1/4まで受付不可

☆１級受験申込者は縦３㎝×横２．５㎝の写真を用意してください。
☆ハンドブック＋過去問1回分 １級…￥８,４１０ ２級…￥８,５４０
３級…￥６,７９０
☆ハンドブック購入希望者は㈱カリアック ☎０３－４４３１－１２０７へ
☆試験会場 １級・２級・３級 ： 甲府商工会議所指定会場

ネット社会で必要な「仕事力」が身につく！

検定試験日
１級

１０／２（日）
２／１９(日）
２級・３級・Basicは各ネット試験会場が決定。
加えて毎月第３金曜日を全国統一試験日とする。

カラーコーディネーター

☆受験料

１級…￥１０，２９０
３級…￥５，１４０

２級…￥７，２００
Ｂasic…￥４,１２０

詳細は http://www.kentei.ne.jp/

ファッション・商品企画など自分の色彩感覚を活かす

検定試験日
第４０回 ２・３級
６／１９（日）

申込受付期間
４／５（火）～ ５／６（金）

☆受 験 料
☆試験申込

第４１回 １・２・３級

９／２０（火）～１０／２１（金）

☆試験会場

１級…￥９,４４０
２級…￥７,３４０ ３級…￥５,２５０
１級・２級・３級とも東商検定センターへ
ＴＥＬ ： 03-3989-0777 ＵＲＬ ： http://www.kentei.org/
１級・２級・３級 ： 甲府商工会議所指定会場

１２／４（日）

福祉住環境コーディネーター
検定試験日
第３６回 ２・３級

高齢者や障害者にやさしい住環境を提案する

申込受付期間
４／２６（火）～ ５／２７（金）

☆受 験 料
☆試験申込

９／１３（火）～１０／１４（金）

☆試験会場

ＴＥＬ ： 03-3989-0777 ＵＲＬ ： http://www.kentei.org/

７／１０（日）
第３７回１・ ２・３級
１１／２７（日）

１級…￥１０,８００ ２級…￥６,４８０ ３級…￥４,３２０
１級・２級・３級とも東商検定センターへ
１級・２級・３級 ： 甲府商工会議所指定会場

《お問い合わせ》
甲府商工会議所
〒400-8512 甲府市相生2-2-17 TEL：055-233-2243 URL：http://www.kofucci.or.jp
受付時間は、AM９：３０～PM５：００ 但し、土日祝祭日、年末年始の受付は行っておりませんのでお気をつけ下さい。

甲府商工会議所

平 成 ２８年 度 各 種 検 定 試 験 の ご 案 内
ビジネス実務法務

ビジネスに不可欠なコンプライアンスを身につける

検定試験日
第３９回 ２・３級
７／３（日）

申込受付期間
４／１９（火）～ ５／２０（金）

☆受 験 料
☆試験申込

１級…￥１０,８００ ２級…￥６,４８０ ３級…￥４,３２０
１級・２級・３級とも東商検定センターへ
ＴＥＬ ： 03-3989-0777 ＵＲＬ ： http://www.kentei.org/

第４０回１・ ２・３級

９／２７（火）～１０／２８（金）

☆試験会場

１級・２級・３級 ： 甲府商工会議所指定会場

１２／１１（日）

環境社会検定

環境に対する幅広い知識と社会の中で環境問題に取組む人づくり

検定試験日
第２０回
７／２４（日）
第２１回
１２／１８（日）

EC実践能力

☆受 験 料
☆試験申込

１０／４（火）～１１／４（金）

☆試験会場

１～３級 各ネット試験会場にて決定
詳細は http://www.kentei.ne.jp/

キーボード操作技能
キータッチ２０００

☆受験料

マスター…￥１０，２９０ １級…￥６，１７０
２級…￥５，１４０ ３級…￥４，１２０
ネット社会で必要な、電子商取引、電子コミュニケーション、
電子認証、情報セキュリティなど幅広い知識を証明する試験です。

実務に即したキーボード操作能力が身につけられる

各ネット試験会場にて決定
詳細は http://www.kentei.ne.jp/
各ネット試験会場にて決定
詳細は http://www.kentei.ne.jp/

ビジネスキーボード

算

￥５,４００
東商検定センターへ
ＴＥＬ ： 03-3989-0777 ＵＲＬ ： http://www.kentei.org/
甲府商工会議所指定会場

ネット社会に対応できる！

試 験 日

珠

申込受付期間
５／１０（火）～ ６／１０（金）

☆受験料 \１，５４０
正確で速いタッチタイピングを証明するテストです。
☆受験料 \２，５７０
正確なキーボードの操作技能を証明する試験です。

計算力と集中力を養い、右脳を鍛える

検定試験日
珠算第207回１～１０級
暗算第124回１～１０級
段位第117回
６／２６（日）
珠算第208回１～１０級
暗算第125回１～１０級
段位第118回
１０／２３（日）
珠算第209回１～１０級
暗算第126回１～１０級
段位第119回
２／１２（日）

申込受付期間
４／１８（月）～ ５／１０（火）

８／１５（月）～ ９／７（水）

☆受験料
珠算 １級…￥２,１００
２級…\１,５７０
３級…￥１,３６０
４～６級…\９４０
７～１０級…￥８４０
暗算 １～１０級…￥８４０
段位 準初段～十段…￥２,６２０（珠算・暗算）
準初段～十段…￥２,２６０（珠算のみ）
準初段～十段…￥１，１３０（暗算のみ）

１２／５（月）～ １２／２０（火）

《お問い合わせ》
甲府商工会議所
〒400-8512 甲府市相生2-2-17 TEL：055-233-2243 URL：http://www.kofucci.or.jp
受付時間は、AM９：３０～PM５：００ 但し、土日祝祭日、年末年始の受付は行っておりませんのでお気をつけ下さい。

