
簿記能力を身につけて次のステップへ

の会場にて実施。
各自受験会場は、
受験票に記載し、
お知らせします。

京都市内9:00～
13:30～
9:00～

7,710円
4,630円
2,800円

受験料
（消費税込み）

試験開始時間
（1・2級、2・3級の併願可能） 試験会場

主催：京都商工会議所・日本商工会議所

本実施要項の記載事項をよく読み、同意の上でお手続きをお願いいたします。
また、成績発表まで大切に保管してください。

2018年度より「原価計算初級（ネット試験）」もスタート！詳細はP2をご覧ください。

簿記検定
受付取扱書店一覧

●葵書房　下鴨店（洛北高校前・下鴨本通交差点）
●葵書房　洛西店（洛西ニュータウンラクセーヌ内）
●ACADEMIAけいはんな（ユータウンけいはんな西館1階）
●アバンティ・ブックセンター　京都店（京都駅八条口フィスミー6階）
●アバンティ・ブックセンター　カナート洛北店（高野橋東詰すぐ2階）
●大垣書店　本店（地下鉄北大路駅前・烏丸北大路角）
●大垣書店　烏丸三条店（烏丸御池駅前・烏丸三条角）
●大垣書店　四条店（四条烏丸京都御幸ビル2階）
●大垣書店　佛教大学店（佛教大学内）
●大垣書店　ビブレ店（北大路ビブレ4階）
●大垣書店　二条駅店（Bivi二条1階）
●大垣書店　高野店〈大垣書店＆café〉（高野交差点西側）
●大垣書店　京都ファミリー店（京都ファミリー3階）
●大垣書店　イオンモール京都五条店（イオンモール京都五条２階）
●大垣書店　京都ヨドバシ店（京都ヨドバシ6階）
●大垣書店　イオンモールKYOTO店（Kaede館2階）
●大垣書店　醍醐店（パセオダイゴロー西館3階）
●大垣書店　伏見店（羽束師菱川町・市立神川中学校南）
●大垣書店　ブックパル五条店（五条通沿・上桂前田町）
●大垣書店　イオンモール京都桂川店（モール棟1階）
●大垣書店　ブックパル桂南店（府立桂高校前）
●くまざわ書店　四条烏丸店（四条烏丸みずほ銀行地下）
●くまざわ書店　京都ポルタ店（京都駅前ポルタ内）
●くまざわ書店　桃山店（MOMOテラス2階）
●三省堂書店　京都駅店（京都駅ビル ザ・キューブ地下1階）
●ジュンク堂書店　京都店（四条富小路角1階）
●ふたば書房　京都駅八条口店（近鉄名店街みやこみち内）
●ふたば書房　御池ゼスト店（市役所前ゼスト御池地下街内）
●ふたば書房　山科店（JR山科駅踏切南側）
●ふたば書房　大丸京都店（大丸京都店7階）
●ブックパル文苑　山科店（西友山科店3階）
●丸善　京都本店（京都BAL地下１～２階）
●大学生協京都事業連合各店

書　　店 5月4日（祝・金）まで

5月11日（金）まで

4月11日（水）から
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日商簿記検定について

このような方々の
役に立ちます
●企業の経理・会計担当者
●利益率を重視する営業担当者
●コスト管理を求められる管理者
●取引先企業の経営状態を把握したい人
●公認会計士や税理士等の国家資格をめざす人
●税務申告を自分で行いたい人
●就職活動で一歩リードしたい人

●企業の経理・会計担当者
●利益率を重視する営業担当者
●コスト管理を求められる管理者
●取引先企業の経営状態を把握したい人
●公認会計士や税理士等の国家資格をめざす人
●税務申告を自分で行いたい人
●就職活動で一歩リードしたい人

このような効果が
期待できます
●正しく帳簿をつけられる
●自社の長所や短所を分析できる
●費用や収益率を意識するようになる
●取引先企業の経営状況を把握できる

●正しく帳簿をつけられる
●自社の長所や短所を分析できる
●費用や収益率を意識するようになる
●取引先企業の経営状況を把握できる

日本商工会議所の検定試験受験情報はこちらから
日本商工会議所のホームページ　http://www.kentei.ne.jp

受験資格

試験概要および合格基準

各級の程度・能力

1級

2級

3級

程度・能力級
　公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。合格すると税理士試
験の受験資格が得られる。
　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
管理や経営分析ができる。
　大学等で専門に学ぶ者に期待するレベル。
　経営管理に役立つ知識として、最も企業に求められる資格の一つ。企業
の財務担当者に必須。
　高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含む）を修得し、財務諸表の数字
から経営内容を把握できる。
　高校（商業高校）において修得を期待するレベル。

　ビジネスパーソンに必須の基礎知識。経理・財務担当以外でも、職種に
かかわらず評価する企業が多い。
　基本的な商業簿記を修得し、経理関連書類の適切な処理や青色申告書
類の作成など、初歩的な実務がある程度できる。
　中小企業や個人商店の経理事務に役立つ。

試験概要
級 試験説明開始 試験時間 試験科目

合格基準

1級 午前9時～

午後1時30分～

午前9時～

2級

3級

　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。

簿記のネット試験 ～学習の進捗にあわせて試験を受験できます～

※各級とも、試験開始時刻から10分程度受験上の注意説明があります。
　制限時間には、受験上の注意説明は含みません。
※1級試験は、前半（90分）が商業簿記と会計学、15分の休憩をはさんで
　後半（90分）が工業簿記と原価計算です。

90分 商業簿記
会計学

90分 工業簿記
原価計算

120分

120分 商業簿記

商業簿記
工業簿記

（原価計算を含む）

70点以上
ただし、1科目ごとの

得点は40％以上

70点以上

70点以上

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）

原価計算初級［新設］
　企業の経営管理および生産性の向上を図るうえで必須の知識を問います
　簿記初級
　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知識を問います
　～以下、各級共通となります～
試験時間：40分　　  合格基準：70点以上　　  受験料：2,160円（税込）
試験会場：京都商工会議所パソコン教室

（TEL：075-254-7701）または、ネット試験会場
（http：//www.kentei.ne.jp）で随時受験が可能です。直接
お問い合わせください。

第149回

４月11日（水）～  
５月 ４日（祝・金）

４月11日（水）～
５月11日（金）

６月26日（火）～
７月 ９日（月）～
７月31日（火）～
8月  ６日（月）～

９月19日（水）～
10月10日（水）　　

９月19日（水）～
10月19日（金）

12月 ４日（火）～
12月17日（月）～
１月11日（金）～
１月16日（水）～

６月10日（日） 11月18日（日）

1月 4日（金）～
１月25日（金）

1月 4日（金）～
１月18日（金）

３月12日（火）～
5月28日（月） 11月 5日（月） 2月 8日（金）

３月25日（月）～

２月24日（日）

第150回 第151回

日程一覧表

実施回
施行級

試験日

書店申込取扱期間

ネット・コンビニ端末
申込取扱期間

２～３級合格発表
受験票発送予定日

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

※ネット申込におけるコンビニ決済については各回とも締切日の2日前に締め切ります。



Kステーション

コンビニ端末の場合

申込完了 受験票（ハガキ）が届きます。

下記の4つのコンビニエンスストアの情報端末から
お申込みができます。

セブンイレブン
［マルチコピー機］

ローソン
［Loppi］

ファミリーマート
［Famiポート］

サークルKサンクス
［Kステーション］

順次ファミリーマートに統合予定

●お申込み完了後30分以内にお支払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。

●受験料のほかに、システム利用料324円（税込）が必要です。
●端末機の操作手順は、変更される場合があります。詳細はホームページでご確認

ください。

端末機の画面より、指示に従って受験者情報を
入力し、発券された書類をレジに持参し、受験料
をお支払いください。レジで「お客様控え」を受取
り、受験票が届くまで大切に保管してください。

申込完了 受験票（ハガキ）が届きます。

http://shikaku.career-tasu.jp/contents/customer/conveni.htm

申し込み手続き ❶（１～３級）

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。

●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「払込書の商工会議所宛通信
欄」「インターネット・コンビニ端末入力画面の通信欄」等に記入してください。

●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。

●自然災害等で、急遽試験会場を変更する場合や、試験を中止する場合があります。
●試験を中止する場合に限り、受験料を全額返還いたします。ただし、インターネット・コンビ

ニ端末からのお申込みにかかるシステム利用料は返金できません。
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。
お申込み期間を過ぎた場合は受付できません。

申込み手続きの流れ

(パソコン ・ スマートフォン等)
インターネットの場合

京都商工会議所のHP（https://www.kyo.or.jp/kyoto/）に
アクセスしてください。
①「検定試験 ・ 人材」ページに進み、
②簿記検定を選んで画面の指示に従って
　お手続きください。

受験料の支払方法は、クレジットカード決済と
コンビニ決済のどちらかを選択してください。

●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お申込みが完了となります。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。

●受験料のほかに、システム利用料324円（税込）が必要です。

【インターネット・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（土日祝含む・年末年始を除く）

※ネット申込におけるコンビニ決済については各回とも締切日の2日前に締め切ります。

セブンイレブン ローソン ファミリーマート サークルKサンクス
マルチコピー Loppi Famiポート

「各種申込（学び）・保険等」
を含むボタンをタッチ

学び・教育・各種検定試験

日商簿記検定を選ぶ

申込情報を入力

「申込券」発券

各種検定試験申込み

「資格・検定試験
代金払込票」発券

学び・申込をタッチ

個人情報規約画面

日商簿記検定を
選ぶ

申込情報を入力

「受付票」発券

申込情報を入力

日商簿記検定
を選ぶ

申込・請求をタッチ

日商簿記検定を選ぶ

申込情報を入力

「申込券」発券

資格・検定申込み

「学び・教育」を含むボタン「資格・検定」
をタッチ

「学び・教育」をタッチ



申し込み手続き ❷（１～３級）

書店の場合

●必要事項を漏らさず楷書で丁寧に記入してください。不着の原因となりますので、
　7桁郵便番号、マンション名、号室も必ずご記入ください。

受付取扱書店（裏表紙参照）で「受付伝票」に必要事項を
記入し、所定の受験料をお支払いください。

書店でお渡しする「受験払込書（本人控）」は試験終了後まで
大切に保管してください。

受験票について

●受験票を紛失した場合は、京都商工会議所簿記検定係に連絡の上、再交付の手
続きをしてください。試験直前の場合は、試験会場での受験票再交付となりま
すが、試験会場をお知らせ致しますので必ず事前にご連絡ください。

●受験票の記載事項に誤りがあった場合は、受験票受取後、速やかに京都商工会
議所簿記検定係宛に電話連絡をしてください。また、受験票訂正欄に記入し、試
験当日会場受付に提出してください。

●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。

申込完了 受験票（ハガキ）が届きます。

●「受験票」は、受験票発送予定日に記入・入力された住所（申
込者）宛にハガキで郵送します。

●試験1週間前を過ぎても受験票が届かない場合には、試験
3日前までに必ず京都商工会議所簿記検定係宛に電話にて
ご連絡ください。（TEL：075-241-1377 平日 午前９時から17時）
ご連絡のない場合は、受験票が届いているものとみなしま
すので、予めご了承ください。

●電卓（そろばんも可）
　※ただし、次のような電卓は使用不可です。試験中にこれらに該当する電卓を   

　使用した場合は、不正行為とみなします。

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・住民基本台帳カード）
　※写真付身分証明書をお持ちで無い方は、予め京都商工会議所簿記検定係ま

　でご連絡ください。
●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）

○印刷（出力）機能　
○メロディ（音の出る）機能　
○プログラム機能
　（例：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）
　※ただし、次の機能はプログラム機能に該当せず、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（音の出ないものに限る）

受験上の注意

●受験に際し、不正行為を行ったものまたはその素振りがあると検定委員が認め
たものは、答案用紙を回収し直ちに退室させます。試験終了後不正行為があっ
たことが発覚したもの、不正行為を行ったものは、全て失格とします。

●試験場においては検定委員の指示に従ってください。従わないものには退場を
命ずることがあります。

●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。試験当日は、試験
時間に余裕をもってお越しください。

●試験中は一時退室ができません（退出すると再入室不可）。
●試験会場内での携帯電話・腕時計型情報端末等の通信機器・録音機・カメラ・辞

書等の使用は厳禁します。
●配布された問題用紙は、試験終了後持ち帰り自由ですが、答案用紙は全て回収

します。また回収した答案用紙（解答）は完全非公開です。
●筆記用具、電卓など一切の物品貸出はいたしません。
●試験会場内は禁煙です。

試験会場について

●試験会場は京都市内の下記会場を予定しています。
●試験会場に関する希望には一切お応えできません。受験者数に基づいて次の

会場のうちより使用会場を決定し受験票に明示します。ただし、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「払込書の商工会議所宛通
信欄」「インターネット・コンビニ端末入力画面の通信欄」等に記入してください。
なお、会場の都合により下記会場以外を試験会場に設定する場合があります。

●試験会場までの交通経路、所要時間などは試験日までに必ず各自確認しておい
てください。京都商工会議所及び各試験会場へのお問合せはご遠慮ください。

●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。

　・京都産業大学　
　・大原簿記法律専門学校 京都校
　・同志社大学（今出川もしくは新町キャンパス）　

・龍谷大学　
・京都IT会計法律専門学校
　　　　　　　　　　 他



2018年９月２日（日）第23回
第24回

2018年度試験日程

2019年３月10日（日）
６月25日（月）～７月27日（金）
12月25日（火）～２月１日（金）

2018年７月22日（日）第35回
第36回 2018年12月16日（日）

５月８日（火）～６月８日（金）
10月２日（火）～11月２日（金）

11月18日
簿記検定試験

基礎講座Ⅰ（４回）
インプット

基礎講座Ⅱ（２回）
インプット

基礎講座Ⅲ（４回）
インプット

模擬試験（２回）
アウトプット

中間まとめ 全体まとめ（２回）

合否の確認について

（A）「京都商工会議所ホームページ検定試験情報合否照会」
　  https://www.kyo.or.jp/kyoto/examination/（PC・スマートフォン等）
　  https://www.kyo.or.jp/kyoto/i/（携帯電話等）

（B）「合格者受験番号掲示」　京都商工会議所1階北側掲示板（掲示期間注意）
●個人でお申込みされた方には、成績票を合格発表日に送付いたします。
　合格発表日から1週間経っても成績票が届かない場合は、京都商工会議所簿記検

定係にご連絡ください。
※合格発表開始はいずれも午前10時からです。
※団体申込の場合、団体により発表方法・期間が異なる場合があります。
※合否・採点（配点）・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。
　また、答案用紙の公開・返却には応じられません。

合格証書の発送について
●個人で受験し合格された方には、受験票に記載の住所に合格証書を郵送します。

送付先に変更がある方は、京都商工会議所簿記検定係までご連絡ください。
●合格を確認された方で、合格証書が届かない場合は、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。
●合格証書の漢字氏名、生年月日は受験申込書の記載をもとにコンピューター処理

します。合格証書の印刷は「JIS規格第2水準」までです。基準以外の文字で記入が
あった場合には、事務局にて変更させていただきますので、予めご了承ください。
受験票記載事項（氏名・生年月日・住所）に誤りがある場合は、必ず受験票訂正届で
訂正してください。

●申込書の誤記載による合格証書の再交付は有料（500円）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。

●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。

●合格証書の再発行はできません。なお、合格証明書の発行は可能です。（有料）

ビジネス会計検定試験
財務諸表を読み解くチカラ
財務諸表を理解できる能力は、新しい取引先や投資案件の評価や、自社の決算内容を理
解・分析する上で必須です。簿記検定試験とあわせて学習することで、財務諸表を作成す
る知識（簿記の知識）と財務諸表を分析する知識を習得できます。

級 試験日 申込期間施行回

大阪商工会議所 検定試験センター
TEL：06-6944-6295（土日祝・年末年始除く10時～17時）
http://www.b-accounting.jp/

※公式テキスト・過去問題集は、全国主要書店にて販売中です。［大阪商工会議所/中央経済社刊行］

お問合わせ先

BATIC（国際会計検定試験）
国際基準の会計知識・スキルを英語で使いこなす力を証明
英語による基本的な会計取引（英文簿記）の理解度、及びその応用的な知識である国際
会計理論の理解度を問うもので、グローバルなビジネスシーンにおいて不可欠な英語力
と国際会計スキルを同時に測る検定試験です。

2018年度試験日程
施行回 試験日 申込期間

東京商工会議所 検定センター
TEL：03-3989-0777（土日祝・年末年始除く10時～18時）
http://www.kentei.org/

※公式テキスト・過去問題集は、全国主要書店にて販売中です。［東京商工会議所/中央経済社発売］

お問合わせ先

日商簿記３級 講習会（全15回）

京都商工会議所では簿記試験対策の以下の講習会・セミナーを実施
しています。

京都商工会議所では簿記の他、財務会計の知識を問う以下の検定を
実施しています。

11月施行の３級合格を目指す講習会。ビジネスマンとしての基礎知識を
身に付けたい‼改めてお金の流れを勉強したい！という方にお勧めです。
【日　時】 各回18：30～21：00
　　　　 実施日（全15回）：８月22日（水）、29日（水）、30日（木）、９月 ５日（水）
 ９月 ６日（木）、12日（水）、13日（木）、19日（水）、26日（水）
 10月 ３日（水）、10日（水）、17日（水）、24日（水）、31日（水）
 11月 ７日（水）
【受講料】 28,800円（税込み）
【会　場】 京都商工会議所（中京区烏丸夷川上ル　地下鉄丸太町駅下車すぐ）
【講　師】 伊藤弥生公認会計士事務所 代表　伊藤 弥生 氏

京都商工会議所 会員部 人材開発センター
TEL：075-212-6440お問合わせ先

２・３級
１～３級

【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申込みされた方（以下「受験者」）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・合格者台帳および同
データベースの作成、合格証書およ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）
但し、受験者の皆様には、セミナー等関連のご案内をさせていただくことがございます。また、団
体受験を申込みされた際は、団体責任者宛に受験者の氏名・成績等が開示されます。
京都商工会議所は、受験者から収集した個人情報を受験者本人の同意なしに第三者に開示する
ことは、上記団体責任者、および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、試験施行に直接的に係わる事業者以外に原則としてありません。なお、受験者本人か
ら自身の個人情報の開示請求があった場合には、適宜対応させていただきます（受験者本人が
記入した答案用紙そのものの開示は行いません）。
京都商工会議所は、上記団体責任者、新聞・雑誌等のマスコミ等、もしくは広告事業者に対し、受
験者の統計情報（合格率等の受験者データ等）を必要に応じて開示します。
以下のような場合には、京都商工会議所は受験者本人の同意なく個人情報を当該第三者や警
察または関連機関に開示することがあります。
　1　受験者本人が第三者に不利益を及ぼすと当商工会議所が判断した場合
　2　裁判所、検察庁、警察またはこれに準じた機関から、書面による開示を求められた場合
　3　京都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
　
◎本文書の内容は予告なく変更される場合があります。その場合の受験者の個人情報の取り扱

いについては、京都商工会議所ホームページまたは受験要項に表示した時点より、変更後の
内容が適用されるものとします。

簿記セミナー・講座
TAC京都校または大原簿記法律専門学校と共催で簿記や財務諸表についての無料セミ
ナーを随時開講しています。（https://www.kyo.or.jp/kyoto/examination）、京都商
工会議所パソコン教室（TEL：075-254-7701）でも、２級・３級・初級の対策講座を実施し
ております。詳しくはお問い合わせください。





簿記能力を身につけて次のステップへ

の会場にて実施。
各自受験会場は、
受験票に記載し、
お知らせします。

京都市内9:00～
13:30～
9:00～

7,710円
4,630円
2,800円

受験料
（消費税込み）

試験開始時間
（1・2級、2・3級の併願可能） 試験会場

主催：京都商工会議所・日本商工会議所

本実施要項の記載事項をよく読み、同意の上でお手続きをお願いいたします。
また、成績発表まで大切に保管してください。

2018年度より「原価計算初級（ネット試験）」もスタート！詳細はP2をご覧ください。

簿記検定
受付取扱書店一覧

●葵書房　下鴨店（洛北高校前・下鴨本通交差点）
●葵書房　洛西店（洛西ニュータウンラクセーヌ内）
●ACADEMIAけいはんな（ユータウンけいはんな西館1階）
●アバンティ・ブックセンター　京都店（京都駅八条口フィスミー6階）
●アバンティ・ブックセンター　カナート洛北店（高野橋東詰すぐ2階）
●大垣書店　本店（地下鉄北大路駅前・烏丸北大路角）
●大垣書店　烏丸三条店（烏丸御池駅前・烏丸三条角）
●大垣書店　四条店（四条烏丸京都御幸ビル2階）
●大垣書店　佛教大学店（佛教大学内）
●大垣書店　ビブレ店（北大路ビブレ4階）
●大垣書店　二条駅店（Bivi二条1階）
●大垣書店　高野店〈大垣書店＆café〉（高野交差点西側）
●大垣書店　京都ファミリー店（京都ファミリー3階）
●大垣書店　イオンモール京都五条店（イオンモール京都五条２階）
●大垣書店　京都ヨドバシ店（京都ヨドバシ6階）
●大垣書店　イオンモールKYOTO店（Kaede館2階）
●大垣書店　醍醐店（パセオダイゴロー西館3階）
●大垣書店　伏見店（羽束師菱川町・市立神川中学校南）
●大垣書店　ブックパル五条店（五条通沿・上桂前田町）
●大垣書店　イオンモール京都桂川店（モール棟1階）
●大垣書店　ブックパル桂南店（府立桂高校前）
●くまざわ書店　四条烏丸店（四条烏丸みずほ銀行地下）
●くまざわ書店　京都ポルタ店（京都駅前ポルタ内）
●くまざわ書店　桃山店（MOMOテラス2階）
●三省堂書店　京都駅店（京都駅ビル ザ・キューブ地下1階）
●ジュンク堂書店　京都店（四条富小路角1階）
●ふたば書房　京都駅八条口店（近鉄名店街みやこみち内）
●ふたば書房　御池ゼスト店（市役所前ゼスト御池地下街内）
●ふたば書房　山科店（JR山科駅踏切南側）
●ふたば書房　大丸京都店（大丸京都店7階）
●ブックパル文苑　山科店（西友山科店3階）
●丸善　京都本店（京都BAL地下１～２階）
●大学生協京都事業連合各店

書　　店 5月4日（祝・金）まで

5月11日（金）まで

4月11日（水）から

2019

申込期間

BOOK

試  験  日
第149回（1～3級）

6.10（日）

試  験  日
第150回（1～3級）

11.18

試  験  日
第151回（2・3級）

2.242019

ネット
コンビニ

コン
ビニ

書　　店 10月10日（水）まで

10月19日（金）まで

9月19日（水）から申込期間

BOOK

ネット
コンビニ

コン
ビニ

書　　店 1月18日（金）まで

1月25日（金）まで

1月4日（金）から申込期間

BOOK

ネット
コンビニ

コン
ビニ

2018年度
（平成30年度）

試
験
試
験

日商
簿記検定 

実 施 要 項

（日）

（日）


