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（2019年度　試験結果・全国分）

※最新情報は、日本商工会議所ホームページ
（商工会議所の検定試験 https://www.kentei.ne.jp/）をご確認ください。
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受験エリア（試験会場）

試験会場

がある

はできません。料・事務手数料

●定員制を導入させていただく場合があります。最新情報は
ウェブサイトをご覧ください。

。 　には
ご案内いたしかねます。

　のみ

※出題区分表・許容勘定科目表の詳細につきましては日本商工会議所ホームペー
ジ（https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/）をご参照ください。

級

1級

2級

3級

試験科目

商業簿記・会計学

工業簿記・原価計算

商業簿記・工業簿記

商業簿記

制限時間

1時間30分

1時間30分

90分

60分

合格基準

70％以上

70％以上

70％以上
ただし、1科目ごとの

得点は40％以上

のうえ、

他の地域での受験をご希望の方は、商工会議所検定試験情報
検索サービス　https://links.kentei.ne.jp/examrefer/

ネット試験方式（CBT方式）について

年3回の会場集合型の統一試験に加えて、随時受験が可能な
ネット試験方式（CBT方式）も実施しています。
ネット試験方式による試験は、商工会議所が認定した全国の
「テストセンター」でご受験いただけます（自宅での受験は
不可）。

○試験時間 ：2級　90分
　3級　60分

○受験料（税込） ：2級　4,720円
　3級　2,850円

※事務手数料550円（税込）が別途発生します。

受験を希望される方は、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。
https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html

【CBT試験の申込方法や当日についてのお問合せ】
受験サポートセンター
TEL：03-5209-0553

（9：30～17：30 ※年末年始を除く）
※お電話は対応品質向上のため、録音させていただいております。

お問合せフォーム：https://hw.cbt-s.info/inquiry/user/inquiry/2

【紙試験および試験の内容全般についてのお問合せ】
日本商工会議所
ホームページ：https://www.kentei.ne.jp/
お問合せフォーム：https://www.jcci.or.jp/post-331.html

日商簿記検定試験（2級・3級）

簿記初級・原価計算初級
簿記の基本用語や複式簿記の仕組みを理解
し、業務に活用できます。簿 記 初 級

原価計算の基本用語や原価と利益の関係を
分析・理解し、業務に活用できます。

○試験時間 ：40分
○受験料（税込） ：2,200円

詳細情報は下記ウェブサイトをご覧ください。

【お申込み・お問合せ】
https://links.kentei.ne.jp/organization

原価計算初級

東京商工会議所・横浜商工会議所が実施する検定試験のお申込みによって取得され
た個人情報(氏名､性別、生年月日､住所、電話番号、所属団体、受験番号、申込登録番
号、受験級、点数、合否、受験上の配慮の有無、試験会場等､その個人を識別､特定で
きるもの)は、当該試験の実施（検定試験施行における本人確認等）、受験者の円滑な
受験、検定試験実施に関わる各種案内の送付（申込書、受験票、成績票、合格証書、パ
ンフレット等）、受験者および合格者台帳の作成（受験者および合格者に係るデータ
ベースの作成を含む）、合格証書および合格証明書の発行、検定試験に関する各種
連絡および各種情報提供、データベースを活用した検定試験普及策の検討等、検定
試験の目的遂行に必要な範囲内で使用します。
また、当該個人情報は､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で共同利用いたします。共同利用に係る個人データの管
理について責任を有する者は東京商工会議所です。※

東京商工会議所･横浜商工会議所が申込者から収集した個人情報を申込者本人の
同意なしに第三者に開示することは､当該検定試験の目的遂行に必要な業務を請け
負うデータ管理事業者等、試験施行に関わる事業者以外に原則としてありません｡但
し､法令に基づく場合､および東京商工会議所･横浜商工会議所の権利や財産を保護
するために開示が必要な場合は､東京商工会議所・横浜商工会議所は申込者本人の
同意なく個人情報を当該第三者に開示することがあります。
なお､団体受験者については､試験終了後､当該団体の受験責任者宛に受験者個人
の成績をお知らせします｡また､団体受験の申込者本人から試験の申込時に取得し
た当該個人情報の開示請求があった場合は､適宜対応させていただきます。
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
議所は、上記団体責任者､新聞・雑誌等のマスコミ等､もしくは広告業者に対し､統計
情報(合格率等)を必要に応じて開示します｡
本文書の内容は予告なく変更される場合があります｡
その場合の変更内容につきましては､東京商工会議所検定試験情報ウェブサイトま
たは受験要項に表示した時点より､その内容が適用されるものとします。
本検定試験をお申込みされた方は、東京商工会議所特定個人情報を含む個人情報
保護方針および受験要項に記載されているすべての事項について、同意しているも
のとみなします。
※個人データの管理について責任を有する者は、共同利用する全ての事業者の中

で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する者をいいます。

◆簿記の知識を生かしてステップアップ◆

お 問 合 せ ビジネス会計検定試験センター
06-6944-6295

（土日・祝休日・8/13・年末年始を除く10:00～17:00）
https://www.b-accounting.jp/

財務諸表を分析して企業状況を把握する
ビジネス会計検定試験®

簿記の知識を生かして、財務諸表に関する知識や分析力を身に付けます。

お 問 合 せ 東京商工会議所 検定センター

ビジネスの共通言語　簿記と英語を一緒に学ぶ
BATIC（国際会計検定）®

企業活動のグローバル化が進む中、英文会計のスキルを持つ人材へのニーズ
が高まっています。キャリアアップに最適！

https://www.kentei.org/

（土日・祝休日・年末年始を除く 10：00～18：00）
※間違い電話が多くなっております。

※電話でのお申込みはできません。
※お電話は対応品質向上のため、録音させていただいております。

おかけ間違いのないよう、

主  催

東京商工会議所・横浜商工会議所・日本商工会議所

日商簿記検定試験
2021年度版

◎本検定試験をお申込みされた方は、本受験要項に記載されているすべての事項について、
同意しているものとみなします。なお、本受験要項は合格証書到着まで大切に保管してください。

第160回

2·3級

第158回

1·2·3級 4月26日（月）～4月30日（金）申込登録期間

試 験 日

申込登録期間

試 験 日

10月5日（火）～10月8日（金）

2022年1月11日（火）～1月14日（金）

申込登録期間

試 験 日第159回

1·2·3級

6月13日（日）

 2022年2月27日（日）

11月21日（日）
10:00より開始 18:00締切り

10:00より開始 18:00締切り

10:00より開始 18:00締切り

［統一試験受験要項］
 東京都23区内・横浜市内受験用
［統一試験受験要項］
 東京都23区内・横浜市内受験用
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申込登録から合格証書到着までの流れ

受験料と事務手数料を
支払う

★WEB成績票を見られない方は…
「郵送希望者受付期間」内に受験者ご本人が電話にてお問合せください。
成績票を普通郵便で発送します。
※WEB成績票と郵送される成績票は同一内容です。

申込書（払込取扱票）は登録日
から通常営業日5日以内に普
通郵便で発送します。

●入金の際は、必ず申込書に同封の払込取
扱票をご使用ください。払込取扱票の口座
への直接入金（口座振込、ネット振込、ＡＴ
Ｍ入力）は無効となり受験できません。

●申込登録期間内であっても、受験料・事務
手数料払込み後の受験級・受験エリアの
変更はできません。

●期限までに規定どおりの払込みがない場
合は受験できません。

●払込受領証は再発行できません。受験の
ための大事な控えとなりますので、大切
に保管してください。

※事務手数料は受験票の発送から採点後の合格証
書の郵送までの一貫提供にかかるシステム維持
費用となります。

※払込手数料はご負担ください。

受験票発送日に受験票（ハ
ガキサイズ）を普通郵便で
発送します。

受験票が届く

●WEB成績票照会サービ
ス専用サイトのURLは
受験票のみに記載され
ています。
●試験後、受験票は再発

行できません。大切に保
管し、紛失しないようご
注意ください。

●成績票では合否のみで
なく、大問ごとの得点と
合計点、平均点などもお
知らせします。

※欠席者は、「該当データなし」
と表示されます。

成績を照会する5 合格証書が届く6申込登録をする 申込書（払込取扱票）が
届く1 2

●申込書未着の際は、必ず「（受験
料・事務手数料）払込締切日」の
前日（土日・祝休日を除く）までに
受験者ご本人が電話にてお問合
せください。

●申込書（払込取扱票）に記載され
ている登録内容をよくご確認く
ださい。変更がある場合には、必
ず申込登録期間内に受験者ご本
人が電話にてご連絡ください。イ
ンターネット上からの変更はでき
ません。
●申込書（払込取扱票）、受験票お
よび合格証書の送付は日本国内
に限らせていただきます。

3

郵便局またはコンビニエンスストアで
受験料を事務手数料と共にお支払いく
ださい。（払込締切日までの受領印有効）

4

●受験票にて試験会場をご確
認ください。試験会場の変更
はできません。
●試験会場は受験票でのみお
知らせします。事前のお問合
せにはご案内いたしかねます。
●試験時間、持ち物、受験上の
注意は本受験要項と受験票
に記載しています。必ず事前
にご確認、ご準備ください。
●受験票が届かない場合は、必

ず受験票未着問合せ期間内
に受験者ご本人が電話にて
お問合せください。期間内に
ご連絡がない場合の責任は
負いかねます。予めご了承く
ださい。

※いかなる場合も、電話やメール、窓口での合否や受験番号などの照会にはお答えできません。

WEB成績票照会期間
に、インターネット上で
ご自身の成績を照会し
てください。

合格者には、合格証書発送日に
合格証書を普通郵便で発送しま
す。

●合格証書が届かない場合は、必ず合
格証書未着問合せ期間内に受験者
ご本人が電話にてお問合せくださ
い。期間内にご連絡がない場合は、
対応いたしかねます。予めご了承く
ださい。
●試験後の氏名、生年月日、住所の登

録変更はできません。住所変更があ
る場合には郵便局にて転送の手続
きを必ず行ってください。

※試験問題の内容や採点・合否に関する質問
には一切お答えできません。

試験施行が中止の場合を除き、いかなる理
由でも受験料・事務手数料の返金や次回へ
の振替えはできません。中止の場合は受験
料のみを返金いたします。

ご注意

★受験上の配慮について
障がいがある方や、妊娠中などで、受験の際に配慮を希望される場合には必ず申込
登録時に受験上の配慮申請をしてください。申請手続き書類をお送りします。日常
生活においてごく普通に使用している補聴器、つえ、ルーペ、車いす等を使用して受
験する場合にも受験上の配慮申請が必要です。

●申込登録初日は10:00から受付を開始
し、最終日は18:00で受付を締切ります。
●電話や窓口でのお申込みはできません。
●二つの級を受験する時は、必ず「併

願」登録してください。「単願」を複
数登録した場合は会場が別になり受
験できなくなることがあります。
●会社住所での登録はご遠慮ください。
●AM2:00～AM6:00はシステムメン
テナンスのためアクセスできません。
●試験当日に身分証明書の記載に基づき本
人確認を実施します。申込登録の際は身
分証明書記載の氏名で登録してください。

●「髙」「﨑」などの旧漢字やアルファベット
は印字できませんので、JIS第2水準まで
の氏名にてご登録をお願いいたします。

インターネットで受験の申込登
録をしてください。お一人様一
回限り正確に登録してください。

インターネット登録

https://www.kentei.org/

第158回
（2・3級）

第158回
（１級）

第159回
（2・3級）

第159回
（１級）

第160回
（２・３級）

4月26日（月）10：00～
4月30日（金）18：00

2022年
1月11日（火）10：00～
1月14日（金）18：00

10月5日（火）10：00～
10月8日（金）18：00

申込登録期間試験日 払込締切日 受験票発送日

5月31日（月）

2022年
2月14日（月）

6月7日（月）・
6月8日（火）

2022年
2月21日（月）・
2月22日（火）

合格証書発送日

※合格証書発送日や合格証書未着問合せ
期間はウェブサイトをご覧ください。

合格証書未着
問合せ期間

6月13日（日）

2022年
2月27日（日）

11月8日（月）
11月15日（月）・
11月16日（火）11月21日（日）

5月9日（日）

10月17日（日）

2022年
1月23日（日）

WEB成績票
照会期間

7月2日（金）11：00～
7月30日（金）18：00

8月2日（月）11：00～
8月20日（金）18：00

 12月10日（金）11：00～
2022年
 1月14日（金）18：00
2022年
 1月11日（火）11：00～
 1月28日（金）18：00
2022年
 3月18日（金）11：00～
 4月15日（金）18：00

郵送希望者
受付期間

7月2日（金）
　　～7月8日（木）

8月2日（月） 
　　～8月6日（金）

12月10日（金）
　～12月16日（木）

2022年
　1月11日（火）～
　　　1月14日（金）
2022年
　3月18日（金）
　　～3月24日（木）

受験票未着
問合せ期間

企業や学校などで団体受験をご検討される方へ………詳細情報はウェブサイトでご案内しています（お申込みには一定の要件があります）。

※申込登録期間等、スケジュールを変更する可能性があります。最新情報はウェブサイトをご覧ください。

※2級や１級からの受験も可能です。

1級　7,850円
2級　4,720円
3級　2,850円 
※受験料の他に受験級ごとに事務手数料として550円（税込）が必要です。

１・2級
2・3級の
併願可能

◎試験問題・答案用紙・計算用紙はすべて回収いたします。試験会場から
の持ち出しはできません。

◎受験者の答案は一切開示しません。また、試験問題の内容や採点・合
否に関する質問には一切お答えできません。

◎自然災害等で試験時間の変更や試験を中止する場合があります。
◎受験票に「駐車場あり」「駐輪場あり」の記載がない場合、試験会場への自

動車・二輪車での来場はご遠慮ください。
◎試験会場の変更は、いかなる場合もできません。また、集合時間に遅

れたり、試験会場を間違えると受験できません。
◎試験教室の温度については、ご要望に沿えないことがありますので、

体温調節のできる服装でお越しください。
◎説明開始後に退室すると再入室はできません（トイレ退室を含む）。
◎説明開始後の飲食は禁止です。
◎次に該当する行為をした受験者は、その場で失格とし、直ちに退場し

ていただきます。また、答案の採点はせず、今後の受験も認めません。
●試験官の指示に従わない
●試験中に援助を与える、または受ける
●他の人の代わりに受験する
●携帯電話・ＰＨＳなどを使用する
●情報通信機能のある機器（スマートフォン・腕時計型端末など）を使用する
●録音機・カメラ・辞書などを使用する
●その他の不正行為

1級 3時間 （集合時間  9：00）
2級 90分 （集合時間13：30）
3級 60分 （集合時間11：00）
※1級は別途休憩時間あり 
※別に説明・配付・回収等約３０分

※新型コロナウィルス感染防止の観点からマスクをご着用ください。
※身分証明書は本人確認に使用します。上記身分証明書をお持ちでない場合は、

受験料・事務手数料払込み前に必ず電話にてお問合せください。
※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。

□ 受験票
□ 筆記用具（HBまたはBの黒鉛筆・シャープペンシル、消しゴムのみ）

□ 身分証明書
（運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、個人番号カード、学

生証、社員証など、原則として、第三者機関発行で氏名・生年月日・顔写真が揃っ
て確認できるもの。※ただし、電子媒体やコピーは不可）

◎試験当日は以下のものを必ず持参してください。

持ち物

（制限時間）

（税込）



（2021年11月26日更新）

東京商工会議所検定センター

Ｐ.４「受験上の注意」について、以下を追加させていただきます。

　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。

　　　検定試験のお申込みにあたっては、受験要項に記載されているすべての事項および本内容を踏まえたうえでお申込みください。

（11月26日追加）

Ｐ.１～３　日程一覧

試験日
団体申込登録期間

（追加）

団体払込締切日

（追加）
WEB成績票照会期間 合格証書発送日

合格証書未着

問合せ期間

第159回

（2・3級）

 12月10日（金）11:00～

2022年

 １月14日（金）18:00

 12月28日（火）

2022年

 １月11日（火）～

 １月14日（金）

第159回

（1級）

2022年

 １月11日（火）11:00～

 １月28日（金）18:00

2022年

 １月25日（火）

2022年

 ２月１日（火）～

 ２月４日（金）

第160回

（2・3級）

2022年

 ２月27日（日）

 12月20日（月）10:00～

 2022年1月7日（金）18:00

2022年

 1月21日（金）

2022年

 ３月18日（金）11:00～

 ３月31日（木）18:00

2022年

 ４月11日（月）

2022年

 ４月18日（月 ）～

 ４月22日（金）

　　　※個人申込の「申込登録期間」「払込締切日」は受験要項に記載のとおりです。

 11月21日（日）
 ９月24日（金）10:00～

 10月１日（金）18:00
 10月15日（金）




