
徳島商工会議所 会員サービス部 
〒770-8530 徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館1階 

TEL 088-653-3214   E-mail service@tokushimacci.or.jp 

ＵＲＬ https://www.tokushimacci.or.jp/ 
受付時間  平日９：００～１７：００ ただし、土日・祝祭日・年末年始（１２／２９～１／３）は除く 

詳しい試験の情報は日商検定ホームページ（https://www.kentei.ne.jp/） 

または、０５０－５５４１－８６００（検定情報ダイヤル） 

 受付時間 ９：００～２０：００（年中無休）オペレーターが案内します。  

 ※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。  

試 験 日 程 

 「ニーズは常に有り！」企業経営には必須の資格！ 

２０２２年度 受験のご案内 

日商簿記検定試験開催要項 

※期日以外の申込は一切受付いたしません。 

※感染症等の拡大状況により、受付期間が変更される場合があります。

申込前に当所ＨＰ検定情報ニュースで最新の情報をご確認ください。 

1級（180分）：午前9時～           

2級（ 90分）：【Ａ試験】 午後１時30分～ 

2級（ 90分）：【Ｂ試験】 午後4時～ 

学歴・年齢・性別・国籍等の制限はありません。 

申 込 ・ 問 合 せ 先 

答案の非公開 

 理由のいかんにかからわず、答案用紙は公開しません。 

試験の科目および程度 

級 科目 程度 

１
級 

◇商業簿記・会計学 

 （試験時間：90分） 

～休 憩～ 

◇工業簿記・原価計算 

 （制限時間：90分） 

 極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・

原価計算を修得し、会計基準や会社法、財務

諸表等規則などの企業会計に関する法規を

踏まえて、経営管理や経営分析を行うために

求められるレベル。 

 合格すると税理士試験の受験資格が得られ

る。公認会計士、税理士などの国家資格への

登竜門。  

２
級 

◇商業簿記・工業簿記 

 (出題形式） 
   選択式＋入力式５題以内  

  （試験時間：90分） 

 経営管理に役立つ知識として、企業から最も

求められる資格の一つ。 

 高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含

む）を修得し、財務諸表の数字から経営内容

を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏

まえ適切な処理や分析を行うために求められ

るレベル。   

３
級 

◇商業簿記 

 (出題形式） 
   選択式＋入力式3題以内 

 （試験時間：60分） 

 業種・職種にかかわらずビジネスパーソンが

身に付けておくべき「必須の基本知識」として、

多くの企業から評価される資格。 

 基本的な商業簿記を修得し、小規模企業に

おける企業活動や会計実務を踏まえ、経理関

連書類の適切な処理を行うために求められる

レベル。   

 
合格基準 

 各級とも満点を１００点とし、得点７０点以上をもって合格とする。 

 但し、１級に限り１科目毎の得点が４０％に満たない場合は不合格とする。 

下記URLもしくは右のＱＲコードから、画面の指示に 

従ってお申込みください。 

  https://www.kenteishiken.com/tokushima/ 

             cc_user_page.cgi?mode=1 
※ 氏名・住所で登録可能な文字はデータベース・システムの都合上、常用漢字に限られ 

  ます。常用漢字以外（例：「髙（はしごだか）」「﨑（たちさき）」など）が含まれる場合は事務 

  局にて（例：「高」「崎」など、またはカタカナ）に変更して登録いたしますので、予めご了承 

  ください。※JIS第2水準まで  

※お申し込みには、受信できるメールアドレスが必要です。事前に迷惑メール等の設定をご 

  確認ください。メールを受信できないと申込できません。 

※アクセスが集中した場合、申込画面が繋がりにくくなることがございます。その際は、しばらく 

  時間をおいて手続きしていただきますようお願い申し上げます。 

※支払方法はコンビニ決済・クレジット決済・pay-easy決済になります。 

 申込日含め３日以内の決済をお願いします。受験料納付期限を過ぎた場合は、 

  お申込は無効となります。期限を過ぎた場合は、再度本申込画面から必要事項を入力の 

  上、お申込手続きを行ってください。 

※お申し込みには、検定料の他にネット受付手数料77０円が必要です。 

※受験票は、申込時に登録されたメールアドレスへ送信されたものを、自身でプリントアウト 

   してご持参いただきます。郵送ではお送りしておりませんのでご注意ください  

  (申込日にかかわらず受付期間終了後、試験日の10日前までにメールにて送信します) 

日本商工会議所が業務委託している㈱CBT-Solutionsの申込専用ページからお申込

みください。（株式会社CBT-Solutionsの日商簿記２級・３級申込専用ページ） 

               https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html  

※初めての方は上記ＵＲＬもしくは、下記QRコードから「新規登録（初めての方）」を選び  

マイページアカウントを取得後、そのままＩＤ・パスワードを利用してログイン 

し、受験のお申込みへお進みください。 

【試験の申込方法や試験当日についてのお問合せ】 

株式会社CBT-Solutions 受験サポートセンター(TEL：03-5209-0553) 

サポート時間：9:30～17:30 ※年末年始を除く 

お問い合わせフォーム：https://hw.cbt-s.info/inquiry/user/inquiry/2 

検定試験施行の有無、またその他重要なお知らせにつきましては、下記をご

確認ください。必ず最新の情報をご確認ください。 

 ◆徳島商工会議所ホームページ 検定情報ニュース◆ 

 https://www.tokushimacci.or.jp/assay-cat/news/ 

主催／日本商工会議所・徳島商工会議所 

 １級  ７，８５０円     ２級 ４，７２０円     ３級 ２,８５０円  

 

 

受 験 料 (消費税含む) 

施行回 級 試験日 申込受付期間 
合格発表 

（予定） 

第１６１回 
１ 

 ６／１２（日） ４／２６（火）～ ５／１３（金） 
８／１（月） 

２～３ ６／２７（月） 

第１６２回 
１ 

１１／２０（日） １０／１１（火）～１０／２１（金） 

２０２３年 

  １／１０（火） 

２～３ １２／５（月） 

第１６３回  ２～３  
２０２３年 

２／２６（日）  

 ２０２３年 

 １／１７（火）～ １／２７（金） 

２０２３年 

  ３／１３（月）  

 ①試験を中止する場合に限り、受験料のみ（ネット受付手数料等を除く）を 

  返金いたします。その場合の返金方法・期限等は別途お知らせいたしま 

  す。 但し、中止に伴う受験者の不便、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。 ご理解のうえ、お申し込みください。 

  ②「簿記検定開催要項」と、「受験申請にあたってのお願い」、を必ず 

   ご一読いただき、内容を確認の上でお申込みください。お申込みをされた 

   方は、すべての事項について同意しているものとみなします。 

 ③申し込みに際しての特別扱い、申し込み後の変更・取り消しは一切いた 

   しません。 

 ④新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、「受験申請にあたって 

   のお願い」を厳守いただけますよう、お願い申し上げます。ご協力いただ 

   けない場合、ご来場いただいても、受験をお断りする場合がございます。 

   またこれらの予防策について、ご不安な方はお申し込みをお控えいただ 

   きますよう、お願い申し上げます。 

「受験申請にあたってのお願い」 

https://www.tokushimacci.or.jp/wp/ 

 wp-content/uploads/2020/11/boki_corona_onegai.pdf 

 ※受験料とは別に770円（10%消費税込）の事務手数料がかかります。 

受 験 資 格 

「簿記検定２級・３級(ネット試験方式)」 

  簿記とは 

 
「簿記検定試験出題区分表」について 

 下記ページ(日本商工会議所検定HP)をご参照ください。 

 https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/exam-list 

 簿記は、企業規模の大小や業種、業態を問わずに、日々の経営活動を記録・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。 

 簿記を理解することによって、企業の経理事務に必要な会計知識だけではなく、財務諸

表を読む力、基礎的な経営管理や分析力が身につきます。また、ビジネスの基本である

コスト感覚も身につきますので、コストを意識した仕事ができるとともに、取引先の経営状

況を把握できるために、経理担当者だけではなく、全ての社会人に役立ちます。さらに、

公認会計士や税理士等の国家資格を目指す方や他の資格・検定と組み合わせてキャリ

アアップを考えている方々にも必須の資格といえます。 

 現在、多くの企業が社員に対して簿記検定の資格取得を奨励しているほか、大学や短

大の推薦入試、単位認定の基準に採用されていることなどから、年間で約60万人の方々

が受験する「日商簿記」として社会的に高い信頼と評価を得ています。 

試 験 時 間 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当日の試験会場における密を避

けるため、定員を設定しています。それに伴い申込方法はインターネット申込のみと

なります。(窓口に来所されても受付は出来ませんのでご注意ください) 
 受験をご予定されている皆さまには、ご迷惑をおかけすることになり、大変申し訳ご

ざいません。申込期間に関わらず、会場の定員に達した場合は申込受付を終了さ

せていただきます。何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

★申込方法（徳島商工会議所ではインターネット申込のみです） 

★お申し込みにあたってのご注意 

※試験会場は徳島市内の複数会場を予定しております。 

※開始時間、受験会場は選択いただけません。受験票で指定された時間、会場でご受験 

  ください。 

※試験開始30分前の開場を予定しておりますが、会場の準備状況により入室可能時間が 

  多少前後する場合がございます。会場の試験委員の指示に従ってください 

３級（60分）：【Ａ試験】 午前9時～    

         【Ｂ試験】 午前11時～ 
※同一級及び開始時刻が同じ級は重複して申し

込むことは出来ません。 



試 験 当 日 

☆試験当日は以下のものを持参してください。 
 ①受験票（合格証書の引換にも必要です。合格発表まで大事に保管ください） 

 ②筆記用具は、ＨＢまたはＢの黒鉛筆、シャープペン、消しゴムに限ります。 

  （ラインマーカーや色鉛筆、定規等の使用は認めません。) 

    また受験者の公平を期するため、筆記用具や電卓等の貸し出しはおこなって 

  おりませんので、お忘れ物にはご注意下さい） 

 ③四則演算機能のみの電卓、そろばん(どちらかを1つのみ) 
   但し、電卓については以下の機能があるものは持ち込みできません。 

   ○印刷（出力）機能           ○メロディー（音の出る）機能 

   ○プログラム機能（例：関数電卓等の多機能な電卓、売価計算・原価計算等の 

     公式の記憶機能がある電卓） 

   ○辞書機能（文字入力を含む）また、携帯電話の電卓・時計の機能を代用品と 

      しての使用も認められません。 

 ④身分証明書 

   原則として、氏名、生年月日、顔写真のいずれもが確認できる運転免許証、 

   旅券（パスポート）、学生証、社員証など。但し、小学生以下の方は必要ありません。 

   ※身分証明書をお持ちでない方は、商工会議所までご相談ください。 

   ※不携帯・不提示の場合、試験途中でも質問いたしますので、予めご了承くださ 

     い。  

 ⑤マスク （必ずご着用ください。着用のない方はご入室・ご受験いただけません） 

    ご自身でご準備ください。会場での配布などは行っておりません。 

    ※試験会場内の換気のため、適時窓・ドアを開放します。室温の変化に対応できる 

     服装にて来場ください。冬場は特に寒さに対応できるよう上着やカイロをご準備 

     ください。窓や入口近くの座席になる場合もございますが、ご容赦ください。                                  

   ※会場によっては時計がない場合があります。受験時に使用できる時計は、原則と 

     して腕時計に限ります。情報通信機能のある時計や音を出す時計、スマートフォ 

     ン、携帯電話などを時計や計算機代わりに使用することはできません。  

合格証明書 

 ▽団体申込の方 各団体に送付いたしますので、合格証書の到着を所属 

             団体に確認のうえ、お受け取りください。 

 合格証書引換日については、受験者数等により、変更になる場合もございま

すので、事前に当所ホームページにて最新の情報をご確認ください。 

 

 合格された方で、合格証書を紛失された方、就職や社内への届出のため、合

格証書以外に当該検定試験の合格を証明する「合格証明書」をご希望の方

は、別途有償にて発行いたします。詳しくは当所窓口までお問い合わせくださ

い。(お問合せの際には受験級・受験年度・受験時の氏名・生年月日等が必要

です。事前にお調べください。）なお、本人確認が出来ないため電話で合格状況

について回答することは出来ませんので悪しからずご了承ください。 

 また証明書の発行には数日かかる場合がございます。（特に2014年より過去

の合格状況についてはお時間が必要です）直接来所されても、すぐには発行で

きませんので、必ず事前にご連絡の上、日程に余裕をもってお申込みください。 

合格発表および合格証書の交付 

(1)作成した匿名加工情報に含まれる、個人に関する情報の項目は次のとおりです。 

  住所のうち都道府県、性別、生年月日のうち生年、属性（社会人（就業者）、社会人（非就業者）、 

  大学生・短大生（大学院生を含む）、専門学校・各種学校生、高校生、その他等の別）、点数、合否 

(2)第三者に提供される匿名加工情報に含まれる、個人に関する情報の項目は次のとおりです。 

  住所のうち都道府県、性別、生年月日のうち生年、属性（社会人（就業者）、社会人（非就業者）、 

  大学生・短大生（大学院生を含む）、専門学校・各種学校生、高校生、その他等の別）、点数、合否 

(3) 第三者への提供方法は次のとおりです。 

ア サーバにデータをアップロードする方法 

イ CD-ROMまたはUSBメモリ等の電磁的記録媒体にデータを記録し、その媒体を提供する方法   

                                      

◇合格発表 
 徳島商工会議所ホームページにて合格者の受験番号のみを発表します。 
 ※WEB成績照会サービスをご利用の方は、ご自身で設定された照会番号が必要です。 

 ※団体所属で申し込まれた方の成績照会は、所属団体へお問い合わせください。 

  https://www.tokushimacci.or.jp/assay-cat/news/ 
 ※発表は当日午前１０時頃を予定しております。（多少前後する場合あり） 

 電話による合否の照会には一切応じません。 

◇合格証書の交付 
 ※合格証書の引換予定日については、下記の通り 

  （引換日については、受験者数等により、変更になる場合もございます。） 

 ※合格証書の保存期間は、試験施行日から１年間（試験施行日を１日 

  目とする）です。保存期間経過後は、有償の合格証明書に代えます。 

 ▽個人申込の方 引換日以降、徳島商工会議所 会員サービス部窓口 

   にて、受験票と引換に交付いたします。 

  ※郵送を希望される方は、 

    ①受験票 ②郵便為替（定額小為替）１，１００円分 の２点を 

    徳島商工会議所までお送りください。到着後、郵送いたします。 受験に関しての同意事項（重要） 
 以下について必ずご一読いただき、同意の上でお申込みください。本試験を

お申し込みいただいた場合、下記内容に同意いただいたものといたします。  
 1.商工会議所検定試験の申込時にご記入いただいた情報につきましては、個人情報保護法を遵守し、 

  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  

  び商工会議所検定試験に関する連絡、各種情報提供に使用し、目的外の使用はいたしません。 

 2.受験に際しては、本人確認を行いますので、必ず身分証明書（氏名、生年月日、顔写真のいずれも 

  確認できるもの＜例＞運転免許証、旅券（パスポート）、社員証、学生証など）を携帯してください。身  

  分証明書をお持ちでない方は、受験希望地の商工会議所（または試験施行機関）にご相談ください。 

 3.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。 

 4.取得点数は、受験者本人にのみ開示することができることになっていますので、受験された商工会議 

  所にお問合せください。但し、答案の公開、返却には一切応じられませんので、予めご了承ください。 

 5.合格証書の再発行はできません。合格証明書の発行につきましては、受験された商工会議所にお問 

  合せください。（お問い合わせの際には受験級・受験年度・受験時の氏名・生年月日が必要です） 

 6.一度申し込まれた受験料の返還は認めません。 

 7.一度申し込まれた試験日の延期・変更は認めません。 

 8.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。 

（保護者や付き添いの入場は出来ません） 

 9.試験会場への来場は時間厳守としてください。 

10.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。 (Ο試験委員の指示に従わない者Ο試験中に、助言を与えたり、 

   受けたりする者Ο試験問題等を複写する者Ο問題用紙・答案用紙・計算用紙を持ち出す物Ο受験機 

  器を使用し、試験プログラム以外のアプリケーションソフトウェアを利用する者Ο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Ο他の受験者に対する迷惑行為を行う者Ο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Οその他の不正行為を行う者※なお、厳正公正な施行のた 

  め、試験中に試験委員がお声がけすることがありますので、あらかじめご了承ください（受験者の本人 

  確認を含みます）。    

11.試験会場内および試験中の飲食、喫煙はできません。 

12.試験中は携帯電話や腕時計型情報端末等、外部との通信が可能な機器の使用を一切禁止します。  

13.試験問題を含め、試験に関して知りえた情報全般の複製、外部への開示、漏洩（ソーシャル・ネット 

   ワーキング・サービス（SNS）をはじめインターネット等への掲載を含む）を一切禁じます。試験後にこ 

  れらの行為を行ったことが発覚した場合、当該受験者は失格または合格を取消、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。  

14.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。 

１ 個人情報の利用目的 

 当商工会議所は、個人情報を以下の目的で利用します。なお下記以外の利用目的につい

ては、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合、その他個人情報保護

法が例外として定める場合を除き、別途公表するかまたは本人に通知します。 

(1) 検定試験の受験者・合格者の管理および実施運営のため。なお下記の目的を含みます。 

ア 検定試験施行における本人確認のため 

イ 受験者台帳および合格者台帳の作成のため（受験者および合格者に係るデータベースの

作成を含む。）  

ウ 合格証書および合格証明書の発行のため 

エ 検定試験に関する各種連絡および各種情報提供のため 

オ データベースを活用し、検定普及策を検討するため 

２ 共同利用 

 当商工会議所は、個人情報を以下のとおり、共同して利用します。 

(1) 共同して利用される個人データの項目 

氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、学校または勤務先等に関する情報（名称、所

在地、所属部課名または学年、電話番号を含む）、属性（社会人（就業者）、社会人（非

就業者）、大学生・短大生（大学院生を含む）、専門学校・各種学校生、高校生、その他

等の別）、受験番号、証書番号、点数、合否 

(2) 共同して利用する者の範囲 

    商工会議所法に基づき設立される、全国のすべての商工会議所および日本商工会議所 

(3) 利用する者の利用目的 

検定試験の受験者・合格者の管理および実施運営のため。なお下記の目的を含みます。 

ア 検定試験施行における本人確認のため 

イ 受験者台帳および合格者台帳の作成のため（受験者および合格者に係るデータベースの

作成を含む。）  

ウ 合格証書および合格証明書の発行のため 

エ 検定試験に関する各種連絡および各種情報提供のため 

オ データベースを活用し、検定普及策を検討するため 

(4) 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称 (日本商工会議所) 

３ 匿名加工情報に関する事項 

 当商工会議所は、個人情報から、ご本人を識別することができないよう加工した匿名加工

情報を作成し、第三者に提供しています。また今後継続的に同様の匿名加工情報を作成し、

第三者に提供することを予定しています。 

15.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の返還等対応 

  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。  

16.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の返還等対応いたします。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。  

17.本人確認など試験委員が指示した場合を除き、試験会場および周辺地域では、常時正しくマスクを 

  着用してください。試験中もマスクをずらしたり、はずさないでください。  

18.受験者は試験当日、試験会場に向かう前に検温を行い、発熱（37.5度以上）や咳等の症状がある 

  場合は、受験会場への来場をお控えください。  

19.下記に該当する場合は、受験をお断りする場合があります。  

  Ο発熱（37.5度以上）や咳等の症状がある場合 

  Ο過去２週間以内に、新型コロナウイルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触がある場合 

  Ο過去２週間以内に、同居している者に感染が疑われた場合 

  Ο過去２週間以内に、感染が引き続き拡大している国や地域への訪問歴がある場合、また、そのよう 

   な者との濃厚接触がある場合 

20.試験会場への入退出の際、入口で手指の消毒を行ってください。 

21.休憩時間や昼食時等における他者との接触、会話は極力お控えください。 

22.試験教室内の換気を目的に、試験中に窓や扉の開放等を行うことがあります。それに伴う音等 

  の影響について予めご了承いただきますと共に、寒暖調節ができる服装でお越しください。 

23.試験中に、受験機器等にトラブルが発生した場合や、気分が悪くなった場合は、手を挙げるなどして 

  試験委員にお知らせください。 

24.試験当日、試験会場において、受験者に発熱や咳等の症状が見受けられる等体調不良の状況にあ 

  ると試験委員が判断した場合、試験途中であっても受験をお断りする場合があります。  

25.受験者のなかで感染者が判明した場合は、受験申込時にいただいた個人情報を必要に応じて保健 

  所等の公的機関に提供する場合があります。  

26.やむを得ない事情により試験会場を変更する場合があります。受験者はこの会場変更を理由に 

  受験申込の取り消しや受験地の変更をすることはできません。 

27.氏名・住所で登録可能な文字はデータベース・システムの都合上、常用漢字に限られます。常用漢  

   字以外（例：「髙（はしごだか）」「﨑（たちさき）」など）が含まれる場合は事務局にて（例：「高」「崎」な 

   ど、またはカタカナ）に変更して登録いたしますので、予めご了承ください。※JIS第2水準まで 

施行回 級 試験日 合格発表（予定） 合格証書引換日（予定） 

第１６１回  
１ 

６／１２（日）  
８／１（月） ８／ １7 （水）～ 

２～３ ６／２７（月） ７／ １３ （水）～ 

第１６２回   

1 

１１／２０（日）  

２０２３年１／１０（火） ２０２３年  １／１８ （水）～ 

２～３ １２／５（月） １２／２１ （水）～ 

第１６３回   ２～３  
２０２３年 

 ２／２６（日）  
２０２３年３／１３（月）  ２０２３年 ３／２９（水）～  

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 


