
窓　口： 　４月６日(金) ～ 　４月２７日(金) 簿記 ネット申込

販売士 ネット申込

第２１３回 珠算能力 珠 １級 （写真不要）

第１３２回 暗　　算 ２級

第１２３回 段位認定 ３級

第２１４回 珠算能力 ４～ ６級 （各級共）

第１３３回 暗　　算 ７級

第１２４回 段位認定 （各級共）

第２１５回 珠算能力

第１３４回 暗　　算 珠のみ

第１２５回 段位認定 暗のみ

　

２級 4,630円
ビジネスに必須の基礎知識

簿　記
ネット： 　４月６日(金) ～ 　５月１２日(土)

１級
7,710円

検　定　試　験　名 回　　数 試験施行日 受　付　期　間 受　験　料

8,140円

（写真不要）

第１４９回 　６月１０日（日）
窓口申込

１・３級は９：００～、２級は１３：３０～開始です。会場は倉敷商業高等学校または倉敷商工会議所の予定です。

8,140円

販売のプロフェッショナルを
目指して

5,060円

３級 2,800円 3,230円

 '１９年２月２０日（水）第８３回
窓　口：
ネット：

１２月１０日(月) ～ '１９年１月１０日(木)
１２月１０日(月) ～ '１９年１月　８日(火)

第８２回
２・３級

　７月１４日（土）
　６月４日(月) ～ 　６月２１日(木)
　６月４日(月) ～ 　６月１９日(火)

 窓　口：
 ネット：

　９月２５日(火) ～ １０月１８日(木)
　９月２５日(火) ～ １０月２０日(土)

１１月１８日（日）第１５０回

 '１９年２月２４日（日）
第１５１回
２・３級

 '１９年１月１５日(火) ～ １月２５日(金)
 '１９年１月１１日(金) ～ １月２６日(土)

窓　口：
ネット：

窓口申込

　１・３級は９：３０～、２級は１３：００～開始です。会場は倉敷商工会議所の予定です。
　免除科目のある方は、その証明書（写し）を必ず申し込みの際（受付期間内）にご提出ください。

（写真不要）
１級

5,660円 6,090円

4,120円 4,550円

２級

３級

リテール
マーケティング
（販売士）

7,710円
窓　口：
ネット：

　倉敷商工会議所では、簿記検定試験・リテールマーケティング検定試験をインターネットでもお申し込みいただけます。
　詳細は、倉敷商工会議所ホームページをご覧ください。　→　http://www.kura-cci.or.jp/

珠算能力
暗　　算
段位認定

　６月２４日（日） 　４月１６日(月) ～ 　５月１１日(金)

2,300円

1,700円

1,500円

１０月２８日（日） 　８月２７日(月) ～ 　９月１４日(金)

1,000円

900円

暗１～６級 900円

段位（珠・暗） 2,900円

2,500円

1,200円

計算力と集中力を養う

１級
１０月７日（日）

　試験会場に直接お問い合わせください。

　※試験会場の一覧を倉敷商工会議所の
　　ホームページに掲載しています。
　　→　http://www.kura-cci.or.jp/

日商ＰＣ 受験料

 '１９年２月１７日（日） １級 10,290円　　 　

２級 随時施行 ２級 7,200円　 　　

～

毎月第３金曜日は ３級

 '１９年２月１０日（日） １２月　３日(月) ～ １２月２１日(金)

日商ＰＣ

　　　　　色彩魅力を引き出す
　　　　　スペシャリスト

第４5回２・３級 １２月　2日（日）
個人：　９月１８日(火) ～ １０月１９日(金)

３級 5,250円
団体：　９月１８日(火) ～ １０月１７日(水)

　　　　カラー
　　　　コーディネーター

第４4回２・３級 　６月１7日（日）
個人：　４月　３日(火) ～ 　５月　２日(水)

２級 7,340円
団体：　４月　３日(火) ～ 　５月　１日(火)

　　　　　　コンプライアンス能力を
　　　　　　身につける

第４4回２・３級 １２月　9日（日）
個人：　９月２５日(火) ～ １０月２６日(金)

３級 4,320円
団体：　９月２５日(火) ～ １０月２４日(水)

　　　　ビジネス実務法務 第４3回２・３級 　７月　1日（日）
個人：　４月１７日(火) ～ 　５月１８日(金)

２級 6,480円
団体：　４月１７日(火) ～ 　５月１６日(水)

　　　　　福祉と建築に関する
　　　　　実践的な能力を備える

第41回２・３級 １１月２５日（日）
個人：　９月１１日(火) ～ １０月１２日(金)

３級 4,320円
団体：　９月１１日(火) ～ １０月１０日(水)

　　　　福祉住環境
　　　　コーディネーター

第40回２・３級 　７月　８日（日）
個人：　４月２４日(火) ～ 　５月２５日(金)

２級 6,480円
団体：　４月２４日(火) ～ 　５月２３日(水)

団体：１０月　２日(火) ～ １０月３１日(水)

 ≪お申し込み方法≫　※カラーコーディネーター・ビジネス実務法務・福祉住環境コーディネーター・eco（環境社会）検定試験は東京商工会議所の登

 　　　　　　　　　　　東京商工会議所検定試験ホームページ　→　http://www.kentei.org/　東商検定センター　→　TEL（03）3989-0777

 ◎検定試験に関するお問い合わせは、倉敷商工会議所 総務部 産業振興課まで

 　〒710-8585　倉敷市白楽町２４９番地５　TEL（０８６）４２４－２１１１（代表）

　　月～金曜日／９：００～１７：１５　土曜日／９：００～１２：００（※日曜・祝日・１０／１・年末年始を除く）

　　倉敷商工会議所ホームページ　→　http://www.kura-cci.or.jp/

　　　　ｅｃｏ
　　　　（環境社会）

第２4回 　７月２２日（日）
個人：　５月　８日(火) ～ 　６月　８日(金)

― 5,400円
団体：　５月　８日(火) ～ 　６月　６日(水)

　　　　　　持続可能な社会を
　　　　　　私たちの手で

第２5回 １２月１６日（日）
個人：１０月　２日(火) ～ １１月　２日(金)

 　　　　　　　　　　　録商標です。お申し込みは、東商検定センターで受け付けております。インターネットまたは電話にて直接お申し込みください。

企業実務で必要な 仕事力を習得

 ≪注意事項≫　１．窓口でのお申し込み受付時間は、月～金曜日／９：００～１７：１５、土曜日／９：００～１２：００です。
 　　　　　　　　　ただし、日曜・祝日・１０／１・年末年始（１２／２８～１／４）を除きます。
 　　　　　　　２．「商工会議所検定試験に係る個人情報の利用目的、共同利用および匿名加工情報に関する事項の公表事項」、
 　　　　　　　　　｢受験者への連絡・注意事項｣にご承諾のうえ、検定試験お申し込みの際は、申込用紙１枚目裏面に本人の署名をしていただきます。
 　　　　　　　３．受験票は、試験日の２週間前を目安に郵送します。発送予定日を１週間過ぎても受験票が届かない場合にはお問い合わせください。
 　　　　　　　４．受験の際、顔写真付きの身分証明書が必要です。（※小学生および珠算能力検定7級・暗算検定・段位認定試験を除く）
 　　　　　　　５．合格証書の受渡期間が過ぎた場合、保管は発行日より1年です。それ以降は合格証明書（有料）で対応いたします。
 　　　　　　　６．お身体に障がいがある方や日常生活において普通に使用しているつえ、ルーペ、車いす等を使用して受験する場合、
 　　　　　　　　　必ず申し込みの際にお申し出ください。

 　　　　　　　　　日本商工会議所検定試験ホームページ　→　http://www.kentei.ne.jp/

東京商工会議所検定試験
検　定　試　験　名 回　　数 試験施行日 受　付　期　間 受　験　料

5,140円　　 　

Basic 全国統一試験日 Basic 4,120円　 　　

　2・３級、Basicの試験日・お申し込み方法などは試験会場に直接お問い合わせください。

ＯＫ！

倉敷商工会議所

ネット申込 はコチラ

ネット申込

ＯＫ！ネット申込


