
流通・小売分野での唯一の公的資格

主催：京都商工会議所・日本商工会議所

実 施 要 項

受験料
（消費税込）

5,660円
5,770円
4,120円
4,200円

試験開始時間
（2・3級の併願可能）

9:30～
13:00～
9:30～

京都商工会議所
（予定）

試験会場

京都市下京区四条通室町東入
地下鉄烏丸線「四条駅」下車スグ
阪急京都線「烏丸駅」下車スグ
（変更になる場合もございますので、
必ず受験票で確認ください）

5月24日（金）から
6月14日（金）まで

2019年
申込期間試  験  日

第84回
（2・3級）7.13 土

2019

第85回の受験料は消費税10％と仮定して表記しています。
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。

試  験  日

第85回
（1～3級）2.19

2020

水
1月17日（金）まで
2020年

申込期間

12月27日（金）から

7,850円２月試験

２月試験

７月試験

２月試験

７月試験

試
験
試
験
試
験

実 施 要 項

（販 売 士）
試
験
試
験

（販 売 士）（販 売 士）（販 売 士）（販 売 士）（販 売 士）（販 売 士）（販 売 士）
リテールマーケティング検定
2019
年度



日程一覧表

実施回 第84回 第8５回

施行級 ２・３級 １〜 ３級

試験日 ₇ 月₁₃日（土） ₂月₁₉日（水）

申込期間 ５月２4日（金）〜
₆月１4日（金）

１２月２₇日（金）〜
１月１₇日（金）

受験票発送予定日 ₇月 ３日（水） ２月 ₇日（金）

２・３級合格発表日 8月 ₆日（火） ３月１３日（金）

２・３級合格証書発送予定日 8月２₇日（火） 4月 ３日（金）

１級合格発表日 ─ 4月 １日（水）

１級合格証書発送予定日 ─ 4月 ３日（金）

このような効果が期待できます
●接客・販売に関する知識が身につく
●売場や店舗を管理する能力が身につく
●経済の動き全体からみた店舗経営が
　身につく

このような方々の役に立ちます
●キャリアアップを目指す方
●就職活動で一歩リードしたい人
●デパート、専門店、スーパーなど
　大規模小売店の販売員及び
　売り場責任者や店長クラスの方
●一般小売店の経営者及び従業員
●コスト管理を求められる管理者
●製造業、サービス業、卸売業などの
　販売業務担当者
●これから流通・小売業界で
　活躍したい人

リテールマーケティング（販売士）検定について
マーケティング知識を活かした販売促進企画の立案のみならず、売り
場づくりや接客の技術、在庫管理にいたるまで、幅広く実践的な専門
知識が身につきます。販売士は流通・小売業をはじめ、業種を問わず
顧客満足度や生産性の向上に寄与しています。
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試験科目・時間割

1 級 �経営に関する極めて高度な知識を身につけ、商品計画からマーケティング、経営計画の立案や財務予測等の経営管理につ
いて適切な判断ができる。
マーケティングの責任者やコンサルタントとして戦略的に企業経営に関
わる人材を目指す。

科目 制限時間 試験開始時間
小売業の類型／マーチャンダイジング／ストア
オペレーション １２0分 9：３0

休憩（約₆0分）
マーケティング／販売・経営管理 80分 １３：00
※ １ 科目40分。免除の科目数により、制限時間が異なる。

2 級 �マーケティング、マーチャンダイジングをはじめとする流通・小売業における高度な専門知識を身につけている。
販売促進の企画・実行をリードし、店舗・売場を包括的にマネジメント
する人材を目指す。
幹部・管理職への昇進条件として活用しているところもある。

科目 制限時間 試験開始時間
小売業の類型／マーチャンダイジング ₆0分 １３：00
休憩（約２0分）
ストアオペレーション／マーケティング／
販売・経営管理 90分 １4：40

※ １ 科目３0分。科目免除者は、休憩後の制限時間が₆0分となる。

3 級 �マーケティングの基本的な考え方や流通・小売業で必要な基礎知識・技能を理解している。接客や売場づくりなど、販売
担当として必要な知識・技術を身につけた人材を目指す。
流通・小売業に限らず、BtoCの観点から社員教育に取り入れている卸
売業や製造業もある。

科目 制限時間 試験開始時間
小売業の類型／マーチャンダイジング／ストア
オペレーション／マーケティング／販売・経営
管理

１00分 9：３0

※�１ 科目２0分。 １ 科目免除者は制限時間が80分。 ２ 科目免除者は制限時間が₆0
分となる。

合格基準

○試験科目ごとに１00点満点とし、平均点が₇0点以上で合格とします。
　（但し、５0点未満の科目がある場合は不合格）
○�１ 級の場合、₇0点以上得点した科目については、科目別合格証明書を
交付します。

　（その点数は直後 ２回の検定試験まで有効）

受験資格

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）
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3

4

(パソコン ・ スマートフォン等)
インターネットの場合

受験者情報の入力
登録画面に必要事項を入力してください。
お申込は必ず最後まで完了させてください。

自動配信メールの受信
ご入力いただいたメールアドレスあてに自動返信メールが
届きます。受験票が届くまで保管してください。

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/

科目免除証明書類の提出（該当者のみ）
科目免除がある場合は、科目免除証明書のコピーを郵
送またはFAXにて申込先（京都商工会議所　会員部　
検定担当）まで申込期間内必着でお送りください。

受験料の支払い
コンビニ決済を選択した方は、メールおよびお支払方法画面
に記載されている指示に従って、受験料を払い込んでください。
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。

申込完了 受験票が届きます。（発送日要確認）

※システム利用手数料として500円（税別）が必要です。併願の場合は、級ごとに必要です。

コンビニ端末の場合
申込期間中に下記のコンビニエンスストアの情報端末設置店
にてお手続きください。
［取扱いができるコンビニエンスストアの端末］

3 科目免除証明書類の提出（該当者のみ）
科目免除がある場合は、科目免除証明書のコピーを郵
送またはFAXにて申込先（京都商工会議所　会員部検
定担当）まで申込期間内必着でお送りください。

受験料の支払い
レジにて受験料をお支払いください。なお、申込入力後
30分以内にお支払いを完了されない場合は、入力情報
が自動的にキャンセルされますのでご注意ください。

受験者情報の入力
各店舗の情報端末の画面の指示に従い受験者情報を入
力し、発券された書類をレジにお持ちください。

※申込時に登録いただく4ケタの成績紹介番号がお客様控えに印字されています。
※システム利用手数料として500円（税別）が必要です。併願の場合は、級ごとに必要です。

セブンイレブン
［マルチコピー機］

ファミリーマート
［Famiポート］

ローソン、ミニストップ
［Loppi］

【コンビニ端末から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（土日祝も営業・年末年始を除く）

申込完了 受験票が届きます。（発送日要確認）
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郵送の場合

受験料を指定口座へ振込
《振込先》京都銀行　本店営業部
　 　　　普通№698104「京都商工会議所検定口」
※振込手数料は各自ご負担ください。
※併願の場合は合計金額をお振込みください。

提出書類一式を郵送

《提出書類》
①受験申込書（受験者本人自筆・黒ボールペン使用）
②受験料払込書控のコピー（原票は受験票が届くまで各自保管してください）
③科目免除証明書のコピー（該当者のみ）

※提出書類一式は、申込期間内に必着となるように送付してください。
　申込期間以降に到着した書類は受付できません。
※郵便事情による郵便物の不着などの場合も一切責任は負いません。
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〈送付先〉 〒600-8565　京都市下京区四条通室町東入
京都商工会議所　会員部　検定担当

ＨＰより申込書を印刷
URL：https://www.kyo.or.jp/kyoto/examination/
TEL：075-341-9765
e-mail：school@kyo.or.jp

申込完了 受験票が届きます。（発送日要確認）

※HPより申込書を印刷できない方は、上記の連絡先までお問い合わせ下さい。

コンビニ端末の場合
申込期間中に下記のコンビニエンスストアの情報端末設置店
にてお手続きください。
［取扱いができるコンビニエンスストアの端末］

3 科目免除証明書類の提出（該当者のみ）
科目免除がある場合は、科目免除証明書のコピーを郵
送またはFAXにて申込先（京都商工会議所　会員部検
定担当）まで申込期間内必着でお送りください。

受験料の支払い
レジにて受験料をお支払いください。なお、申込入力後
30分以内にお支払いを完了されない場合は、入力情報
が自動的にキャンセルされますのでご注意ください。

受験者情報の入力
各店舗の情報端末の画面の指示に従い受験者情報を入
力し、発券された書類をレジにお持ちください。

※申込時に登録いただく4ケタの成績紹介番号がお客様控えに印字されています。
※システム利用手数料として500円（税別）が必要です。併願の場合は、級ごとに必要です。

セブンイレブン
［マルチコピー機］

ファミリーマート
［Famiポート］

ローソン、ミニストップ
［Loppi］

【コンビニ端末から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（土日祝も営業・年末年始を除く）

申込完了 受験票が届きます。（発送日要確認）
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申込時の注意事項
○この「実施要項」の記載内容を全て同意した上で、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。

○申込みに不備があるまま申込期間を過ぎた場合は、受付できません。
○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。
○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
配慮が必要な場合は、必ずお申込み前にご連絡ください。また、その
旨を必ず「申込書の通信欄」「インターネット入力画面の通信欄」等
に記入してください。

○企業・学校などで団体受験申込をご希望の場合は、事前にご連絡くだ
さい。

受験票の交付
受験票は受験票発送予定日に封書で郵送します。試験の １週間前になっ
ても届かない場合は必ずご連絡ください。ご連絡がない場合は届いてい
るものとみなし、受験できなかったとしても責任は負いかねます。
なお、団体申込の方は、各団体のご担当者宛に送付します。

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/）
※お電話での合否確認および得点照会にはお答えできません。
※�合否・採点（配点）・試験問題の内容に関するお問合せにはお答えで
きません。

合格証書等の交付
○第84回試験より、各回の合格証書・認定証・ １級科目別合格証書は、
申込時のご住所にお送りします。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。

○団体申込の方は、各団体のご担当者宛に送付します。受取方法は各自
ご確認ください。

○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。

○合格証書・認定証の氏名はコンピューター処理で印刷するため、JIS
規格第 １〜 ２水準の範囲で記載しますので予めご了承ください。

○販売士バッジ（有料）をご希望の方は検定担当までご連絡ください。
○合格証書の保管期間は 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。

資格の更新について
販売士の資格有効期限は ５年です。（２0１9年度資格取得者は２0２５年 ３ 月
３１日まで）日本商工会議所からの案内にそって資格更新手続きを行って
ください。販売士資格の更新や登録内容の変更等については、日本商工
会議所で一元的に管理しております。詳細は日本商工会議所のホームペ
ージをご確認ください。
https://www.kentei.ne.jp/retailsales
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試験科目の一部免除
科目免除の申請をされる方は申込時に次の証明書のコピーをFAXまた
は郵送してください（ご提出の無い場合、免除の手続きはできません）。
◎ １級　◆各科目の免除
　　　　　・第8１回・第8３回 １ 級販売士試験の科目別合格証明書
◎ ２級　◆販売経営管理科目免除

・２級販売士養成講習会修了証明書（予備試験合格のあるもの）
・指定 ２級通信教育講座修了証明書（免除証明のあるもの）

◎ ３級　◆販売経営管理科目免除
・３級販売士養成講習会修了証明書（予備試験合格のあるもの）
・指定 ３級通信教育講座修了証明書（免除証明のあるもの）

◆全国商業高等学校協会主催で２0１9年 ２ 月に実施された「商業
経済検定試験」において、 １科目以上合格科目がある方は、
それ以前の当該試験の合格科目と合わせて、科目免除が適用
される場合があります。
詳細は、https://www.kentei.ne.jp/retailsales/class３/
をご覧下さい。

※ただし、養成講習会の場合には予備試験に合格した方、養成通信
教育講座の場合には全課程を履修しスクーリングを修了した方に
限ります。

※免除科目を除く全科目を受験しなければ採点対象となりません。
※科目免除対象者が免除科目を受験した場合は、当該科目について
免除規定が適用されませんのでご注意ください。

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、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ない方は、事前にご連絡ください。
□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）
□電卓等の計算用具（メロディ音の出るもの・通信・プリンタ・プログ
ラム・辞書等の特殊機能を内蔵したものは使用不可）

□時計（腕時計）

受験上の注意
○遅刻入室や試験開始後の再入室は原則認められません。また、指定の
試験会場以外では受験できません。

○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。

○試験中の飲食はできません。また、試験会場は禁煙です。
○試験中の携帯電話・腕時計型情報端末等の通信機器の使用は一切禁止
とします。

○答案用紙は、全て回収します。持ち帰った場合は失格とします。
○試験ならびに科目免除規定に関し、不正行為をした受験者は失格とし、
以後の受験をお断りします。合格後に発覚した場合は、その合格を取
り消します。

○試験会場では検定委員の指示に従ってください。従わない場合、退場
していただくこともございます。

○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。また、答案用紙の公開、返却には一切応じら
れません。

○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、もしくは答案が破損、
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。
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更新についてのお問い合わせ
【資格登録制度に関する問い合わせ先】
日本商工会議所　事業部　販売士資格更新係
TEL：0３-₆40２-₆１５4（受付時間　平日 9：３0〜１₇：３0）

【資格登録内容・変更に関する問い合わせ先】
検定支援センター
TEL：0３-３40２-２１09
（受付時間　平日 9：00〜１２：00　１３：00〜１₇：３0）

【資格更新通信教育講座に関する問い合わせ先】
一般社団法人　日本販売士協会　通信教育講座係
TEL：0３-３５１8-0１9１
（受付時間　平日 9：３0〜１２：00　１３：00〜１₇：00）

【資格更新講習会に関する問い合わせ先】
一般社団法人　公開経営指導協会　販売士更新講習会係
TEL：0３-３５２4-9３0１（受付時間　平日１0：00〜１₇：00）

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/hanbai.html
（京都商工会議所）

お問い合わせ
京都商工会議所　会員部　検定担当
TEL�：0₇５-３4１-9₇₆５（平日 9時〜１₇時）
FAX�：0₇５-３4１-9₇9５
E-Mail：school@kyo.or.jp
〒₆00-8５₆５　京都市下京区四条通室町東入
URL：https://www.kyo.or.jp/kyoto/examination/


