
企業が求める資格第１位！

〈統一試験（集合型ペーパー試験）〉

主催：京都商工会議所・日本商工会議所

本検定試験をお申込みされた方は、実施要項に記載されているすべての事項について
承諾しているものとみなします。また、本要項は成績発表まで大切に保管してください。

申込方法／インターネット申込のみ

検定
試験
検定
試験日商簿記 

実 施 要 項

075-341-9765（平日9時～17時）　FAX：075-341-9795

〒600ｰ8565 京都市下京区四条通室町東入

会員部　検定事業課

2022年度

お問い合わせ

受 験 料
（税  込）

試験開始時間
（1・2級、2・3級の併願可能）

試 験 会 場 ※試験会場は選べません。受験票に記載してお知らせします。
市内大学、専門学校、その他施設等

9:00～

7,850円

1級

13:30～

4,720円

2級

11:00～

2,850円

3級

　年３回の統一試験に加え、随時受験が可能なネット試
験方式（CBT方式）による試験を実施しております。

▶詳細はこちら（日本商工会議所HP）
　https://www.kentei.ne.jp/33013

・ 簿 記 初 級：簿記の基本用語や複式簿記の仕組み
を理解し、業務に利活用することが
できるかを問います。

・ 原価計算初級：原価計算の基本用語や原価と利益の関
係を分析・理解し、業務に利活用する
ことができるかを問います。

・受 験 料：2,200円（税込）　・試験時間：40分
・合格基準：70点以上

◆日商簿記検定試験（2級・3級）ネット試験

　初学者向けの入門編として、学習の進捗に合わせて受
験できる試験です。学び始めのスキルチェックや基礎固
めとしてぜひご受験ください。

◆その他のネット試験

簿記のネット試験

▶日本商工会議所　簿記検定
　https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping

日本商工会議所
TEL：050-5541-8600（受付時間 8:00 ～ 20:00（年中無休））

（クレジット決済　または　コンビニ店頭決済）

（コンビニ決済は5月8日（日）まで）

申込期間試  験  日
第161回（1～3級）

6.12（日） 4月25日（月）から5月10日（火）まで

試  験  日
第162回（1～3級）

11.20（日） （コンビニ決済は10月16日（日）まで）
申込期間

10月4日（火）から10月18日（火）まで

試  験  日
第163回（2・3級）

2.26（日）
2023年

（コンビニ決済は1月22日（日）まで）

申込期間

1月10日（火）から1月24日（火）まで

●受験料・試験時間・合格基準は統一試験と同じです。
●インターネットからの申込の場合、受験希望日の
3日前まで申込可能です。

試験日時：各試験会場で日時を設定
試験会場：ネット試験施行機関

〈ネット試験の特徴〉
・自動採点で即座に合否結果がわかり、その場で
デジタル合格証を発行

・受験する日時や場所の選択可能

▼以下からご確認いただけます。
https://links.kentei.ne.jp/organization/26/all

◆ ネット試験全般についてのお問い合わせ先

京商簿記
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申込取扱期間
（インターネット申込のみ）

試験時間 レベル科　目

休憩（15分）1級

2級

3級

前半
90分

商業簿記
会計学

後半
90分

工業簿記
原価計算

90分

60分商業簿記

商業簿記
工業簿記
（原価計算を含む）
5題以内

3題以内

学歴・年齢・性別・国籍に制限はありません。
（ただし、京都商工会議所の指定する試験会場で受験可能な方）

◎2・3級はネット試験(CBT方式)でも受験できます
詳細は裏表紙をご覧ください。

日程一覧表

※ネット申込におけるコンビニ決済は申込締切日の2日前までになります

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。
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。
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。

申込み時の注意事項

※学校・企業等を通じて団体にてお申込みをされる場合は、受付
期間・申込方法・受験票・合格証書の交付方法について、各団体
のご担当者様にご確認ください。
●この「実施要項」の記載内容に全て同意した上で、お申込み手続
きをしてください。また、合格発表までこの実施要項は大切に保
管してください。
●試験会場は選べません。受験票に記載してお知らせします。
●妊婦の方やお身体の不自由な方で、受験に際して教室や受験
方法など配慮が必要な場合（補聴器の使用を含む）は、必ずお
申込み前にご連絡ください。また、その旨を必ず「お客様情報
入力画面の通信欄」に入力してください。
●氏名の漢字はJIS第２水準までとします。旧漢字での印字はで
きません。JIS第２水準外については、類似の漢字またはカタカ
ナにて対応いたしますので、ご了承ください。
●新型コロナウイルス感染症拡大をはじめ、自然災害または火
災、停電、盗難、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、もしくは受験者の責に帰する
ことのできない事由による答案の破損、紛失が発生し採点でき
なくなった場合は、当該受験者に受験料のみを全額返還しま
す。ただし、これ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。
お申込み後の取消し、受験回・受験地・受験級の変更はできません。

お申込み期間を過ぎた場合は受付できません。

各級ともに70％以上で合格とします。
ただし、１級は１科目ごとの得点が40％以上必要です。

合格基準

日商簿記検定について

受験資格

各級の試験科目・レベルと合格基準

　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。
　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
るなど、社会的に高い信頼と評価を得ています。

実施回

施行級

試験日

受験票発送予定日

２～３級合格発表

２～３級合格証書発送予定日

１級合格発表

１級合格証書発送予定日

第161回

1～3級

6月12日（日）

4月25日（月）～
5月10日（火）

5月30日（月）

6月28日（火）

7月中旬頃

8月2日（火）

8月下旬頃

第162回

1～3級

11月20日（日）

10月4日（火）～
10月18日（火）

11月7日（月）

12月6日（火）

1月上旬頃

1月11日（水）

2月上旬頃

第163回

2・3級

2月26日（日）

1月10日（火）～
1月24日（火）

2月13日（月）

3月14日（火）

4月上旬頃

ー

ー

本所主催の３級講習会（有料）や、TAC京都校または大原簿記法律専門学校と
共催の無料セミナーを開講しています。詳しくはホームページをご覧ください。

試 験 対 策 講 座

日商簿記検定2級・3級の学習に役立つ情報コンテンツや学習
ツールを、教育機関等からのご協力を得て提供するサイトです。
会員登録（無料）いただければ、ご自由にご利用いただけます。
https://cloud-cafe.biz/users/sign_in

日 商 簿 記 学 習 倶 楽 部

京商簿記



●受験者情報入力後に表示される11桁のお申込み番号は、お申込み・ご入金の確
認ができる番号となりますので、メモを取るなどして大切に保管してください。
●11桁のお申込み番号は、コンビニでお支払いする際の「お客様番号」ではありま
せん。「コンビニ」決済を選択した場合は、「お客様番号」を必ずメモまたはプリント
アウトし、お支払い手続きを行ってください。
●クレジットカード決済は、入力が終了した時点で申込完了となります。コンビニ決
済をご利用の場合、専用の受付番号を確認の上、必ず払込期間内に店頭での支払
いをお済ませください。
●システム利用手数料として550円（税込）が必要です。併願の場合は、級ごとに必
要です。
●申込が完了すると自動配信メールが届きます。
●コンビニ決済は申込締切日の2日前までになります。

申込み手続きの流れ
(インターネットでのお申込み)
申込み手続きの流れ申込み手続きの流れ申込み手続きの流れ
(インターネットでのお申込み)(インターネットでのお申込み)(インターネットでのお申込み)

受験票の交付
●「受験票（ハガキ）」は受験票発送予定日に、郵送します。
●試験1週間前を過ぎても届かない場合は、試験3日前までに必ず
京都商工会議所検定事業課に電話にてご連絡ください。
●受験票を紛失した場合は、各試験会場で、再交付の手続きをして
ください。
●受験票は合格証書を受け取るまで大切に保管しておいてください。
（合否照会には受験番号が必要になります）

試験当日の持ち物
●受験票
●顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・マイナンバー
カード・社員証・学生証など）
原則として氏名・生年月日・顔写真が揃って確認できるもの
※上記の身分証明書をお持ちで無い方は、事前にご連絡ください。
※ただし、上記身分証明書であっても、電子媒体（スマートフォン等）
で表示するものは不可。

●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）
●電卓（四則演算機能のみ）またはソロバン ※どちらかをひとつ

●時計（腕時計）  ※スマートウォッチは不可

申込期間中に京都商工会議所HPの「人材・検定」ページ
にアクセスし、画面の指示に従ってお手続きください。
⇒https://www.kyo.or.jp/kyoto/examination/

持ち込み不可のもの 以下の機能は、プログラム機能に
該当しないものとして使用可とする

・印刷（出力）機能　　・メロディー（音の出る）機能
・プログラム機能（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）

・日数計算機能 ・時間計算機能
・換算機能 ・税計算機能
・検算機能
 （音の出ないものに限る）

クレジットカード決済またはコンビニ店頭決済が選べます

【インターネットでの申込操作方法についてのお問合せ先】
　運用会社：株式会社ディスコ　キャリタス資格・検定サポートセンター
　ＴＥＬ 0120－186011　受付時間 10：00～17：00（土日祝含む・年末年始を除く）

【個人情報の取り扱いについて】
個人情報とは、個人に関する情報であり、受験のお申込みに際しては、氏名、生年月日、
住所等、その個人を識別、特定化できるものを指します（他の情報との照合により、
容易に個人の特定化ができるものを含む）。
京都商工会議所・日本商工会議所が実施する検定試験にお申込された方の個人情報
は、検定試験施行の本人確認、各種連絡・情報提供、受験者台帳・合格者台帳及び
同データベースの作成、合格証書及び合格証明書の発行、データベースを活用した
検定普及策の検討の目的のみに使用します。
詳細はこちらのホームページをご覧ください。
https://www.kentei.ne.jp/examination_privacy（日本商工会議所）
https://www.kyo.or.jp/kyoto/examination/boki_privacypolicy.pdf（京都商工会議所）

受験上の注意

 １．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
　・問題用紙・答案用紙・計算用紙を持ち出す者
　・試験問題等を複写する者
　・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
※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、予めご了承ください（受験者の
本人確認を含みます）。

 ２．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（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。

 ３．試験の施行後、上記「１」「２」の行為が発覚した場合、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
を取らせて頂きます。

 ４．試験時間に遅れたり、試験会場を間違えると受験できません。
 ５．試験会場へは公共交通機関にてご来場ください。駐車場・駐輪

場はありません。
 ６．教室設営や消毒作業の関係上、入室までにお待ちいただく場合

がございます。
 ７．試験中は一時退室ができません（退出すると再入室不可）。
 ８．試験中は、携帯電話・スマートフォンやスマートウォッチ等、外

部との通信が可能な機器の使用を一切禁止します。
 ９．試験中は、耳栓・イヤホンの使用を禁止します。
10．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。
11．試験時の配布物（問題用紙・答案用紙・計算用紙）は全て回収

いたします。それらの公開・返却には応じられません。
12．筆記用具、電卓など一切の物品貸出はいたしません。
13．試験中の飲食・喫煙はできません。また、試験会場内は禁煙です。



合格証書

●受験票記載の住所に合格証書を郵送します。届かない場合は、
発送予定日の1週間後から1ヶ月以内にご連絡ください。
●合格証書の氏名は「JIS規格第2水準」までですので、予めご了
承ください。
●申込時の誤入力による合格証書の再交付は有料です。なお、再
交付は合格証書発送予定日から1ヶ月以内に限ります。
●保管期間は１年となりますので、保管期間を過ぎた場合は処分い
たします。
●合格証書の再発行はできませんが、合格証明書（有料）の発行は
可能です。（詳細は京都商工会議所ホームページをご覧ください）

合格発表

●合格発表日の午前10時から京都商工会議所ホームページにて
合否照会ができます。
　https://www.kyo.or.jp/kyoto/examination/（PC・スマートフォン等）
　https://www.kyo.or.jp/kyoto/i/（携帯端末等）
●成績票の発送は行いません。
●電話およびメールでの合否・成績・受験番号の照会は行っており
ません。ホームページでの合否確認ができない場合は、一度
電話にてご連絡ください。
　（合格発表日から１週間以内、受験者本人に限ります）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 
京都商工会議所施行の検定試験の対応について 

※いかなる場合でも会場内や会場付近では、
　マスクの着用をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症防止対策をはじめ、最新
情報は、京都商工会議所ホームページで公開します
ので必ずご確認ください。

・新型コロナウイルス感染症陽性の診断および陽性者との濃厚接
触の疑いによる外出制限の指示を受けている場合、受験をお断り
いたします。
・試験当日の来場前に検温し、以下の①～⑥の項目に１つ以上当て
はまる場合は受験をお控えいただきますようお願いいたします。
当てはまる場合、受験をお断りする場合があります。

① ３７.５度以上の発熱、咳、咽頭痛等の症状がある場合 
② 試験当日に新型コロナウイルス感染症の陽性者である場合
③ 試験日より、過去２週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性
と診断された方との濃厚接触がある場合

④ 直近で所属学校・企業・団体等で新型コロナウイルス感染症
の陽性者が出て、自身が濃厚接触者かどうか判明していない
場合

⑤ 試験日より、過去２週間以内に同居している方に感染が疑われ
た場合

⑥ 試験日より、過去２週間以内に政府から入国制限、入国後の
観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在
住者との濃厚接触がある場合


