
簿記検定試験対策講習会
3級コース

4月8日（月）～6月4日（火）（全15回予定）

※最少開催人数に満たない場合は受講料を返金し、講習会の開催
　を中止します。

期　間

松江商工会議所（松江市母衣町55-4）場　所

18：45～20：45時　間

30人（最少開催人数 10人）
定　員

①コストや収益性に関する意識が高まります。
②企業の財務・営業状況を的確に把握できます。
③経理事務に必要な会計知識のほか、財務諸表分析
　や経営管理の能力も身につきます。

簿記検定のメリット

会 員 事 業 所  18,000円
非会員事業所  21,000円

受講料

講習会はどなたでも受講可能です。
興味のある方はお気軽にご連絡ください。

検定の申し込み等全般に関しては下記へお問い合わせください。

松江商工会議所 産業振興課 検定係
〒690-0886 松江市母衣町55-4
TEL:0852-32-0505  FAX:0852-32-9471
https://www.matsue.jp/kentei/

　6月9日（日）開催の簿記検定（3級）に向けて対策講習
会を開催いたします！簿記試験合格を目指す方、もう一
度学びたい方にこの講習はぴったりです。是非この機会
にご受講ください。

お申し込み・その他

当所ホームページより詳細をご確認ください。
https://www.matsue.jp/

松江商工会議所 経営支援課

TEL（0852）32-0507

お問い合わせ（対策講習会に関することのみ）

Q.簿記検定を受験しようと思ったきっかけをおしえてください！
　製造業の財務・経理部門で働き始めたのがきっかけです。日々の業務では目
の前の数字をどうするかに焦点がいってしまい、全体像が掴めず迷子になった
ような不安感を感じていました。そんな日々の中で、積み上がってくる数字や
出来上がっていく財務数値の全体像を理解したいと思い、会計について実務的
な勉強ができる簿記検定を受験しようと決めました。

Q.簿記検定を受けて役に立ったことはなんですか？
　簿記検定の学習で得た知識のおかげで、業務を行う上での土台ができたと感じ
ています。生産や販売などのプロセスに対応して、経理・財務の数値がどのよう
に流れていくのかのイメージが持てるようになり、目的意識を持って仕事ができ
るようになりました。会計処理などの知識は勿論ですが、業務を俯瞰して見られ
るようになったことは簿記検定を通じて得られた大きな財産だと思っています。
　また、簿記検定で出てくる用語がポイントとなっている経済関連のニュースも
多いので、経済情報をより深く理解するのにも簿記検定は役に立つと思います。

（テキスト代、消費税込み）

お申込み方法は下記の２通りです。（団体申込みもあります。）

※Web申込には、受験料の他に500円（税抜）の別途受付事務手数料がかかります。

受験のお申込みは、  松江商工会議所  検定  で検索！
https://www.matsue.jp/kentei/

申込時に照会番号（任意の４桁の数字）をご登録ください。

学園通り店
TEL：0852-31-8099 松江市学園2-33-8

グループセンター店
TEL：0852-20-8811 松江市田和山町88

■今井書店

黒  田  店
TEL：0852-60-5290 松江市黒田町465-1

■ブックス文化の友

簿記検定試験の受験申込み方法のご案内

簿記検定試験合格者に聞いた

合格への道しるべ

Web申込み

簿記検定試験におけるWeb成績照会サービス開始について

書店申込み

●Web上でお申込みからお支払いまで完了できてとても
便利です。

●クレジット決済またはコンビニ決済が選択できます。
●ご自身の成績（各科目の得点）をWebにて照会できます。NEW

松江商工会議所では受験者へのサービスの向上を行なうことを目的と
して、2019年度よりWeb成績照会サービスの提供を開始いたします。

裏面の申込書に必要事項をご記入の上、受験料を沿えて下記の書店レジ
にてお申込みください。

■照会対象…Webから申込みの全受験者（書店からの申込みは対象外です。）
■開 始 日…6月9日施行(第152回簿記検定試験)の合格発表日より
■照会期間…合格発表日から起算し６０日間
■照会方法…松江商工会議所ホームページの合格発表ページをご覧ください

2019年度
松江商工会議所
検定試験ガイド

［受験要項］

受
験
要
項

日商検定
・簿記検定
・日商珠算（そろばん）検定
・ネット検定
東商検定
・ビジネス実務法務検定
・福祉住環境コーディネーター検定

松江商工会議所

眠れる才能、シカクで引き出す

自
分
元
年
。

ビジネス実務法務検定試験
　業務上のリスクを未然に察知し、万が一トラブルになっても問題点を
解決に導く法律知識は、全ての社会人にとって必要不可欠な能力です。
そのための基礎となる実践的な法律知識をバランスよく学ぶ検定試験
です。

❶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。
❷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、松江商工会議所にご相談く
ださい。
❸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。
❹受験者本人からの求めでも答案の公開、返却には一切応じられ

ませんので、予めご了承ください。
❺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、松江商工会議所にお問合せください。
❻一度申し込まれた受験料の返還は認めません。
❼一度申し込まれた試験日の延期・変更は認めません。
❽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。
❾試験会場への来場は時間厳守としてください。
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。
・試験委員の指示に従わない者
・試験中に、助言を与えたり、受けたりする者
・試験問題等を複写する者
・答案用紙を持ち出す者
・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
・他の受験者に対する迷惑行為を行う者
・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
・その他の不正行為を行う者

試験中の飲食、喫煙はできません。
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。
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を全額返還
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。
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を全額返還いたします。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。 

受験者への連絡・注意事項

　簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業の経営成績と
財政状態を明らかにする技能で、この習得度を測ります。企業の活動
を適切かつ正確に情報公開するとともに、経営管理能力を身につける
ために、簿記は必須の知識です。

簿記検定試験

　そろばんによる計算力、暗算力の技能向上を図る検定試験です。指先
でそろばんをはじくことで、記憶力・集中力が養われる技能です。

日商珠算（そろばん）検定試験

ネットで施行している検定試験

福祉住環境コーディネーター検定試験
　高齢者や障害者に対し、いきいきと生活できる住環境を提案するア
ドバイザーです。 医療・福祉・建築について体系的に幅広い知識を身に
付け、各種の専門家と連携をとりながら適切な住宅改修プランを提示
します。

詳しくは日商公式ホームページ（https://www.kentei.ne.jp/）を
チェック！（各検定の詳細、役立ち情報掲載）

詳しくは東商公式ホームページ（https://www.kentei.org/）を
チェック！（各検定の詳細、役立ち情報掲載）

　ビジネス文書の作成、取り扱いを問う「文書作成」、業務データの活
用、取り扱いを問う「データ活用」、プレゼン用資料の作成、取り扱いを
問う「プレゼン資料作成」の3分野で、それぞれ独立した試験として施
行します。

日商ＰＣ検定試験

　簿記の基本原理および企業の日常業務における実践的な簿記の知識
の習得に資する内容で、ネット試験方式による「初級」を創設しました。

日商簿記初級

　原価計算の基本的な考え方や知識を理解・習得でき、企業人として
原価意識の醸成に資する試験です。

日商原価計算初級

　中小企業における電子会計の実践およびこれに対応できる人材の育
成に資するとともに、中小企業の会計指針の普及・定着を図ることを目
的に創設されました。

電子会計実務検定試験

　企業で日常的に使用する英語のビジネス文書の作成及び海外取引
に関する実務的な内容について出題していますので、ビジネスで求め
られる英語力の養成に最適な試験です。

日商ビジネス英語検定試験

　ビジネス実務で使用されている単語や文章等を中心とした実務に即
したキーボード操作能力を身につけられます。

ビジネスキーボード認定試験

　基本的なキーボード操作技能を証明する試験です。合否を判定する
ものではなく、試験時間中（10分間）に入力できた文字数で技能を証
明します。

キータッチ2000テスト

　プログラミングに関する基本知識・スキルを体系的に習得する機会
や学習支援の仕組みを提供するとともに、習得レベルを測定・認定し
ます。
　初学者から段階的に学習・受験できるよう4つのレベルで実施しま
す。また、上位レベルの試験においては、より実践的な内容とするよう、
C言語、Java、VBAの言語別に（AIの開発に使用されるPythonの追加
を予定）、知識試験のみならず、課題をプログラミングする実技試験も
行います。

※ネット試験の施行日、お申込み方法等詳細につきましては、下記施行機関へ
直接お問い合せください。

日商プログラミング検定試験　2019年誕生!

日商検定試験

東商検定試験

パソコン教室わかるとできる松江城北校
〒690-0871 松江市東奥谷町3-3
TEL:0852-28-3363



※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、
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普及策の検討の目的にのみ使用いたします。

※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、
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普及策の検討の目的にのみ使用いたします。

※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、
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普及策の検討の目的にのみ使用いたします。

受験票は試験日の1週間前までに
発送いたします。試験日の1週間前
になっても届かない場合は、松江
商工会議所（TEL:0852-32-0505）
までご連絡下さい。連絡・注意事項
もよくご覧になって下さい。

ただし次のような機能は、プロ
グラム機能に該当しないものと
して、試験会場での使用を可と
します。

・日数計算　　・時間計算
・換算　　　　・税計算
・検算（音が出ないものに限る）

　裏面記載の「受験者への連絡・注意事項」を承諾し、以下のとお
り受験申込いたします。受験を申込む級へ○印をご記入ください。

　裏面記載の「受験者への連絡・注意事項」を承諾し、以下のとお
り受験申込いたします。受験を申込む級へ○印をご記入ください。

　裏面記載の「受験者への連絡・注意事項」を承諾し、以下のとお
り受験申込いたします。受験を申込む級へ○印をご記入ください。

書店受付印 （日付印） （日付印） （日付印）書店受付印 書店受付印

●受験票

●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）

●筆記用具（HB又はBの黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴムのみ）

●計算器具（そろばん、電卓（計算機能　 のみのものに限る）

●腕時計（時計機能のみのものに限る）

注1

注2

注1）

注2）

領 収 書は、後日発 送

す る 受 験 票 に 刷 り

込みます。

試験当日持参するもの （机上に置けるもの）

氏　名

松江商工会議所　殿松江商工会議所　殿松江商工会議所　殿

※受験者本人が記入して下さい。

男 ・ 女

1級

2級

3級

受験地 松江

7,710円

4,630円

2,800円

フリガナ

氏　名

T E L

T E L

※受験者本人が記入して下さい。

（第153回のみ）（第153回のみ） （第153回のみ）

日中連絡可能な番号をご記入下さい。

日中連絡可能な番号をご記入下さい。

お体の障害などで受験の際に配慮が必要な方は、
事前に当所までご連絡の上、その旨をご記入下さい。

アパート名・部屋番号もご記入下さい。

男 ・ 女
フリガナ

氏　名

住　所

勤務先名
学校名

生年月日

特記事項

男 ・ 女

昭和  ・  平成　　　   年　   　月　  　 日

〒

フリガナ

本人控書店控用商工会議所用2019年度
簿記 検定試験申込書（書店申込用） 簿記 検定試験申込書（書店申込用） 簿記 検定試験申込書（書店申込用）

2019年度 2019年度

隠岐

1級

2級

3級

受験地 松江

7,710円

4,630円

2,800円

隠岐

※2級や1級からの受験や、2・3級の併願受験も可能です。※1級は松江会場のみです。
※第153回より消費税率の引き上げにより受験料が改定になります。
※受験票を発送しますので、受験者本人が楷書ではっきりと記入してください。

1級

2級

3級

受験地 松江

7,710円

4,630円

2,800円

隠岐 受験地 松江

1級

2級

3級

7,850円

4,720円

2,850円

隠岐

第152回 簿記（6/9） 第153・154回 簿記（11/17・2/23）

受験地 松江

1級

2級

3級

7,850円

4,720円

2,850円

隠岐

第153・154回 簿記（11/17・2/23）

受験地 松江

1級

2級

3級

7,850円

4,720円

2,850円

隠岐

第153・154回 簿記（11/17・2/23）第152回 簿記（6/9） 第152回 簿記（6/9）

1級前半 10:00~（2時間）
1級後半 13:30~（2時間）
2級      13:30~（2時間）
3級      10:00~（2時間）

1級前半 10:00～（2時間）
1級後半 13:30～（2時間）
2級      13:30～（2時間）
3級      10:00～（2時間）

2級   6,480円
3級　4,320円

2級   6,480円
3級　4,320円

1級 11,000円
2級　6,600円
3級　4,400円

1級 11,000円
2級　6,600円
3級　4,400円

施行級 施 行 日 開始時間（試験時間） 申 込 受 付 期 間 申 込 方 法 受験料（税込） Web成績票照会期間試験回検定名

検定名

ビ
ジ
ネ
ス
実
務

福
祉
住
環
境

東
　商
　検
　定

5月17日（金）

5月15日（水）

10月25日（金）

10月23日（水）

5月24日（金）

5月22日（水）

10月11日（金）

10月  9日（水）

4月  8日（月）～

4月  8日（月）～

10月  1日（火）～

10月  1日（火）～

12月16日（月）～

12月16日（月）～

5月17日（金）～

9月20日（金）～

12月20日（金）～

5月17日（金）

5月10日（金）

10月25日（金）

10月18日（金）

1月24日（金）

1月17日（金）

5月23日（木）

9月26日（木）

1月  9日（木）

7月29日（月）

6月24日（月）

1月  6日（月）

12月  2日（月）

3月  9日（月）

6月28日（金）

11月  1日（金）

2月14日（金）

Web

書店・団体

Web

書店・団体

Web

書店・団体

：

：

：

：

：

：

：

：

：

個人・団体

個人・団体

個人・団体

  3月  4日（水）～

  1月  6日（月）～

（1級）

（1級）

  7月19日（金）～

  3月27日（金）

  1月31日（金）

  8月16日（金）

  3月27日（金）

  1月17日（金）

  8月23日（金）

  3月  4日（水）～

12月13日（金）～

  7月26日（金）～

1級：

2～3級：

1級：

2～3級：

2～3級：

お問い合わせ 松江商工会議所 産業振興課　TEL0852-32-0505（土日・祝日・年末年始を除く 9:00～17:00）　※合否・採点・試験問題の内容に関するお問い合わせにはお答えできません。

※東商検定の試験会場は、松江市内で行います。詳しくは、受験票でご確認ください。

※日商簿記検定の試験会場は、松江商工会議所（松江市母衣町55-4）または隠岐の島商工会（隠岐の島町中町目貫の二54-1  2～3級のみ）です。（変更の可能性もありますので、必ず受験票でご確認ください。）
※日商珠算（そろばん）検定の試験会場は、松江商工会議所です。

2
0
1
9
年
度  

松
江
商
工
会
議
所
主
催
検
定
試
験

日
程
表

日
　
　商
　
　検
　
　定

簿
　記

珠
　算
（
そ
ろ
ば
ん
）

ネ
ッ
ト

第152回

第153回

第154回

第216回

第217回

第218回

1級    9:00～（3時間）
2級  13:30～（2時間）
3級    9:00～（2時間）

珠算1～6級    9:00～（30分）
暗算1～10級 10:00～（12分）
珠算7～10級 10:30～（20分）

段位（珠算）    9:00～（30分）
段位（暗算）  10:00～（10分）

施行級 施 行 日試験回 開始時間（試験時間） 申 込 受 付 期 間 申 込 方 法
1級　7,710円
2級　4,630円
3級　2,800円

1級　7,850円
2級　4,720円
3級　2,850円

受験料（税込） 合格発表（予定）※当所HP掲載

①Web申込（要別途受付事務手数料）
当所ＨＰより申込み下さい。受験料はクレジッ
トカードまたはコンビニ払いをお選び下さい。

①インターネット登録
　http://www.kentei.org/

②電話登録
　TEL:03-3989-0777

※AM2:00～AM6:00はシステムメン
テナンスのため停止。

※申込登録期間の最終日は18:00まで。

※東商検定センター(土日・祝日・年末年
始を除く10:00～18:00)　

※企業・学校などで申込人数が10名以
上の場合は、団体申込みがご利用いた
だけますので、東商検定HPまたは上記
検定センターへお問い合わせ下さい。

※東商検定は全て東商検定センタへ直
接お申込みとなります。期限内に以下
の方法でお申込み下さい。

①窓口申込
当所ＨＰからダウンロードした申込書に
必要事項を記入し、郵送又は持参し、受
験料は指定の口座へ期限内に振込んで
下さい。

②団体申込
松江珠算連盟加盟のそろばん教室に通
う生徒さんは、各教室へお申込み下さ
い。各教室は、当所ＨＰからダウンロー
ドした申込書に必要事項を記入し、郵送
又は持参し、受験料は指定の口座へ期
限内に振込んで下さい。

受験料を添えて下記書店備付けの申込書に必要
事項をご記入下さい。
■今井書店（グループセンター店、学園通り店）
■ブックス文化の友（黒田店）

②書店申込

③団体（学校・企業）申込
当所ＨＰからダウンロードした専用の申込書に
必要事項を記入し、メール、ＦＡＸ、郵送にて申
込み下さい。受験料は指定の口座へ期限内に振
込んで下さい。

1級2,300円、準1級2,000円、2級1,700円、
準2級1,600円、3級1,500円、準3級1,300
円、4～6級1,000円、7～10級900円、暗算
900円、段位2,900円（珠算のみ2,500円／
暗算のみ1,200円）
10月1日（火）より前に受付した場合
でも、申込日を問わず10%の消費税
が適用されます。
1級2,340円、準1級2,040円、2級
1,730円、準2級1,630円、3級1,530
円、準3級1,320円、4～6級1,020
円、7～10級910円、暗算910円、段
位2,950円（珠算のみ2,550円／暗
算のみ1,220円）

第45回

第46回

第42回

第43回

2～3級

1～3級

2～3級

1～3級

  6月30日（日）

12月  8日（日）

  7月  7日（日）

11月24日（日）

個人：

団体：

個人：

団体：

個人：

団体：

個人：

団体：

1級

2～3級

1級

2～3級

2～3級

1～10級

1～10級

1～10級

6月  9日（日）

11月17日（日）

2月23日（日）

6月23日（日）

10月27日（日）

2月  9日（日）

○段位認定試験も、6月23日（第126回）、10月27日（第127回）、2月9日（第128回）に施行します。  ○松江珠算連盟では、上記6月・10月・2月の統一検定の他に、4月14日（日）・8月4日（日）・
12月8日（日）の年3回下級検定（準１～準３級、4級～ 10級及び暗算検定）を実施しています。但し、松江珠算連盟加盟のそろばん教室に通う生徒の方のみ受験できます。

【ネット試験で施行している検定】●日商簿記初級  ●日商原価計算初級  ●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  ●日商プログラミング検定 NEW 【施行日】随時　【試験会場】パソコン教室わかるとできる松江城北校（〒690-0871 松江市東奥谷町3-3/ＴＥＬ：0852-28-3363）NEW
※試験日や受験申込方法、受験料の支払方法等は、ネット試験会場に直接お問い合わせ下さい。

4月16日（火）～

4月16日（火）～

9月24日（火）～

9月24日（火）～

4月23日（火）～

4月23日（火）～

9月10日（火）～

9月10日（火）～

（2020）

（2020）


