
検定試験名 目的・効果 級・クラス 試験日 申込受付期間 受験料（税込）

簿記の基本用語や複式簿記の仕組み
を理解し、業務に利活用できます。 初級 2，200円

原価計算の基本用語や計算方法を理
解し、業務に利活用できます。 原価計算　　初級 2，200円

　
リテールマーケティンク゛

（販売士）検定

業種・業態に関わらず、販売・接客技
術、小売・流通業の成り立ちや販売促
進に向けた企画立案、在庫管理、マー
ケティングにいたるまで、あらゆるノウ
ハウを習得できるビジネス直結型の試
験です。

１級・２級・３級
１級　７，８５０円
２級　５，７７０円
３級　４，２００円

１級～６級 ２０２１年　６月２７日（日） 　　  ４月26日（月）　～　 ５月20日（木）

１級～６級 ２０２１年１０月２４日（日） 　　  9月 1日（水）　～　 ９月20日（月）

１級～６級 ２０２２年　２月１３日（日） 　  12月13日（月）　～　 １月７日（金）

６月17 日（木）～７月９日（金） 6 月1 日（火）～６月25 日（金）

10 月14 日（木）～11 月８日（月） ９月29 日（水）～10 月25 日（月）

1級

２級・３級（IBT） ６月17 日（木）～７月９日（金） 6 月1 日（火）～７月２日（金）

２級・３級（IBT） 10 月14 日（木）～11 月８日（月） ９月29 日（水）～11 月１日（月）

７月14 日（水）～８月６日（金） 6 月28 日（月）～７月30 日（金）

11 月15 日（月）～12 月13 日（月） 11 月１日（月）～12 月６日（月）

1級

２級・３級（IBT） ７月14 日（水）～８月６日（金） 6 月28 日（月）～７月30 日（金）

２級・３級（IBT） 11 月15 日（月）～12 月13 日（月） 11 月１日（月）～12 月６日（月）

７月14 日（水）～８月６日（金） 6 月28 日（月）～７月30 日（金）

11 月15 日（月）～12 月13 日（月） 11 月１日（月）～12 月６日（月）

６月17 日（木）～７月９日（金） 6 月1 日（火）～７月２日（金）

10 月14 日（木）～11 月８日（月） ９月29 日（水）～11 月１日（月）

日商ＰＣ検定
（文書作成・データ活用・

プレゼン資料作成）

企業実務ではパソコンソフトの操作が
できるだけでなく、どのように活用すれ
ば、効率的・効果的に業務を遂行でき
るかが重要です。ネット社会で必要な
仕事力が身につきます。

２級・３級 日程調整の上で開催 　   試験日の３週間前～１０日前まで

1級　１０，４８０円
２級　　７，３３０円
３級　　５，２４０円
BASIC　４，２００円

キータッチ2000
テスト

キーボードを見ないで即座に入力でき
る、正確で早いタッチタイピングはビジ
ネス実務における必須技能です。

級の設定      なし 日程調整の上で開催 　   試験日の３週間前～１０日前まで １，５７０円

ビジネスキーボード

ビジネス実務で要求される早くて正確
なキーボード操作技能を証明する試験
です。「キータッチ2000テスト」の中・上
級レベルにあたります。

級の設定      なし 日程調整の上で開催 　   試験日の３週間前～１０日前まで 　２，６２０円

日商ビジネス英語
検定

企業が日常的に使うビジネス文書を通
じて、英語によるコミュニケーション能
力を身に着けるための試験です。

２級・３級 日程調整の上で開催 　   試験日の３週間前～１０日前まで
２級 ５，２４０円

 ３級　４，２００円

日商プログラミング
検定

情報技術の基盤となるプログラミングス
キル習得のため、学習の進捗度に応じ
て段階的に学習・受験できるよう４つの
レベルで実施します。

EXPART
STANDARD

BASIC       ENTRY
日程調整の上で開催 　   試験日の３週間前～１０日前まで

EXPERT６，６００円
　　STANDARD ５，５００円

BASIC ４，４００円
 ENTRY ３，３００円

Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種 ２０２１年１１月　７日（日）  ９月21日（火）～ 10月１日（金）

Ⅱ種・Ⅲ種 ２０２２年　３月２０日（日） １月31日（月）～ ２月11日（金）

２級・３級 ２０２１年１０月１７日（日） ８月30日（月）～ ９月10日（金）

１級・２級・３級 ２０２２年　３月１３日（日） １月24日（月）～ ２月４日（金）

　  資格でスキルアップ!! ビジネスに強い商工会議所のおススメ検定
2021年度 新潟商工会議所 検定試験のご案内

日商簿記検定

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、経理担当者は当然のこと、営
業職・管理職にとっても必須の知識で
す。

１級・２級・３級 ２０２１年　６月１３日（日） ４月２７日（火）～５月１２日（水）

施行日、回数は各ネット試験会場が決定する。（ネット試験） ※当所では行いません

１級・２級・３級 ２０２１年１１月２１日（日） １０月　５日（火）～１０月２０日（水）

２級・３級 ２０２２年　２月２７日（日）

１級　 ７，８５０円
２級　 ４，７２０円
３級　 ２，８５０円

※別途、事務手数料・
ネット受付事務手数料

がかかります。

色彩の知識を身につければ、色の持つ
効果をビジネスシーンに生かすことが
できます。仕事に役立つ実践的な　色
彩知識が身につきます。

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｸﾗｽ　 ７，７００円
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ　５，５００円

ビジネス実務法務
検定

法律の知識はビジネスパーソンにとっ
て必要不可欠な能力です。企業が求め
る実践的で必要な法律知識が身につ
き、リスク回避が図れます。

１級　１１，０００円
２級　　７，７００円
３級　　５，５０0円

施行日、回数は各ネット試験会場が決定する。（ネット試験） ※当所では行いません

日商珠算
（そろばん）

計算力や暗算力、さらには集中力や思
考力なども養われるとして、その効用
が見直されています。また習熟してくる
と脳を高速に動かせるので学力全体を
伸ばすことができます。

１級　２，３４０円
２級　１，７３０円
３級　１，５３０円

４・５・６級　１，０２０円

１月１１日（火）～１月２６日（水）

　７，７００円

ＢＡＴＩＣ
（国際会計検定）

日本企業の海外進出が進む昨今、グ
ローバルな国際会計スキルはビジネス
シーンにおいて必要不可欠になってい
ます。ビジネスの共通言語である会計
知識を英語で身につけることができま
す。

級の設定
なし（IBT）

５，５００円

 福祉住環境
コーディネーター検定

高齢者や障害者に対して住みやすい
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で幅
広い知識を身に着けることができます。

１級　１１，０００円
２級　　７，７００円
３級　　５，５０0円

　
カラーコーディネーター

検定

ビジネス会計検定

会計基準や法令を理解し、財務諸表を
分析して、企業状況を把握することを
目的としています。あらゆるビジネス
パーソンのスキルアップに直結する仕
事に役立つ資格です。

１級　１１，１５０円
２級　　７，４８０円
３級　　４，９５０円

環境社会（eco）
検定

複雑多様化する環境問題について、総
合的な基礎知識をバランスよく身につ
ける検定試験。環境に配慮した製品・
サービスが当たり前となっている今、環
境知識の有無はビジネスに差を生む要
素となっています。

級の設定
なし（IBT）

　５，５００円

ビジネスマネジャー
検定

マネジャーとして活躍が期待されるビジ
ネスパーソンに対して、その土台づくり
をサポートし、あらゆるマネジャーが共
通して身につけておくべき重要な基礎
知識を効率的に習得します。

級の設定
なし（IBT）

※販売士検定は、2級試験に先立ち養成講習会（有料）を実施する予定です。
※ビジネスマネジャー検定、カラーコーディネーター検定、ビジネス実務法務検定、ＢＡＴＩＣ、福祉住環境コーディネーター検定・環境社会検定は、東京商工会議所ホームペー
　ジ（https://www.kentei.org/）にてお申込ください。お問合せは検定センター（℡０３－３９８９－０７７７）まで。　メンタルヘルス・マネジメント検定、ビジネス会計検定は、大阪商工会議所ホーム
　ページ(https://www.osaka.cci.or.jp/net-m/)又はコンビニ端末にてお申込みください。

◆上記検定試験のお問合せは新潟商工会議所 検定係まで   TEL 025-290-4411　　FAX 025-290-4421

施行日、回数は各ネット試験会場が決定する。（ネット試験） ※当所では行いません

スタンダード（IBT）
アドバンス（IBT）

メンタルヘルス・
マネジメント検定

ストレス社会において、心の健康管理
への取り組みが一層重要になってきま
した。職員の心の不調の未然防止と活
力ある職場づくりのための知識や対処
法が身につきます。

Ⅰ種　１１、５５０円
Ⅱ種　　７，４８０円
Ⅲ種　　５，２８０円


