
 

 

申し込み方法                                              

 

１．受付期間 別掲の試験日程をご覧下さい。 

２．受付場所 上越商工会議所 総務課（上越市新光町１－１０－２０） 

３．申込方法 ・所定の申込書に必要事項を記入（原則受験者本人の自筆）し、受験料を添えて、お申し込み下さい。 

        申込書は、当所ＨＰからプリントアウトが出来ます。   

・申込の受付は、当所受付窓口またはＨＰよりネット受付で行います。郵送による申込みを希望される 

場合は、申込書と受験料を現金書留でお送り下さい。 

・１級を受験される場合は、一部科目合格者は科目別合格証明書を添付して下さい。 

・科目免除者は、証明書等を添付して下さい。 

・申込み後の取り消し、氏名変更は一切認めません。 

        ・試験中止のとき以外は、申し込み後の受験料はお返し致しません。 

 

 

 

試験の程度                                               

 

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。 

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。 

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。 

 

 

 

合格の基準                                               

 

● 各級とも、平均７０点以上で、１科目ごとの得点が５０点以上。 

  

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

   

   

【主催】 日本商工会議所および各地商工会議所 

 

 

【後援】 経済産業省・中小企業庁 

 

 

【受験資格】  

学歴・年齢・性別・国籍等の制限はありません。 

 

 

 上 越 商 工 会 議 所   

 

〒９４３－８５０２ 

新潟県上越市新光町１－１０－２０ 

電 話   ０２５（５２５）１１８５ 

ＦＡＸ   ０２５（５２２）０１７１ 

   U R L     http://www.jocci.jp/ 

   E-ｍail    jocci@joetsu.ne.jp 

 

日商検定ＵＲＬ   https://www.kentei.ne.jp/ 

   〃（携帯電話用）   https://www.kentei.ne.jp/mobile 

日商検定情報ダイヤル  ＴＥＬ ０３（５７７７）８６００

 

 

リテールマーケティング 

【 販 売 士 】 検 定 試 験  

２０２０年度 

http://www.jocci.jp/
mailto:jocci@joetsu.ne.jp
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https://www.kentei.ne.jp/mobile


 

試 験 日 程 

 

回 数 試験日 申込受付期間 試験会場 合格発表日 

第８６回 

２０２０年 ７月１１日（土） 

（２級・３級のみ） 

※中止 

２０２０年 ５月２５日（月） 

    ～ ６月１２日（金） 

 【ネット申込締切日：６／１０（水）】 

上越商工会議所 
２０２０年 ７月３１日（金） 

 午前９時 

第８７回 ２０２１年 ２月１７日（水） 

２０２１年 １月１２日（火） 

～ １月２６日（火） 

（※ネット申込は受付いたしません。） 

上越商工会議所 

   １級：２０２１年 ３月２９日（月） 

２・３級：２０２１年 ３月 ９日（火） 

            午前９時 

 

 申込受付時間 ・・・ 月～金曜 ９：００～１７：００（土曜・日曜・祝日は受付しません）  

 

 試験開始時間 ・・・ 筆記試験：１級・３級 ９：３０～   ２級 １３：００～ 

 

 試 験 会 場 ・・・ 上越商工会議所 上越市新光町１－１０－２０（Tel ０２５－５２５－１１８５）開館時間 ８：３０～ 

 

上越商工会議所 案内図 

 

 

受 験 料（税込み）  １級 ７，８５０円   ２級 ５，７７０円   ３級 ４，２００円 

                

合 格 発 表   １．発表日時         上記試験日程をご覧下さい。           

         ２．発表場所        上越商工会議所 正面玄関 （受験番号のみ掲示）     ホームページでも 

         ３．合格証書・認定証の交付 証書及び認定証は、日商より送付あり次第ご送付します。   合否の確認ができます 

         ４． 電話での問い合わせ   試験の合否についての電話による問い合わせは、お断りします。http://web.joetsu.ne.jp/~jocci/ 

         ５．答案の非公開      理由の如何にかかわらず、答案用紙は公開しません。 

 

認定有効期間   ５年 ： 但し、講習会または通信教育を履修した方は、有効期間を延長することができます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

科目および試験時間等 

 

級 試験科目          試験時間 合格基準 試験科目の一部免除 

１ 級 

筆記試験 

小売業の類型 ・・・・・・・・ ４０分 

マーチャンダイジング ・・・・ ４０分     １２０分 

ストアオペレーション ・・・・ ４０分 

マーケティング ・・・・・・・ ４０分     

８０分 

販売・経営管理 ・・・・・・・ ４０分 

                    （途中、休憩あり） 

平均７０点以上で、 

１科目ごとの得点が、 

５０点以上。 

 

 前回（８５回）及び、前々回（第８４回）の試験で科目合格 

（７０点以上）した方は、今回（第８６回）の試験ではその科目を 

免除します。 

２ 級 

筆記試験 

小売業の類型 ・・・・・・・・ ３０分 

                                              ６０分 

マーチャンダイジング ・・・・ ３０分    

ストアオペレーション ・・・・ ３０分 

マーケティング ・・・・・・・ ３０分    ９０分 

販売・経営管理 ・・・・・・・ ３０分 

                    （途中、休憩あり） 

平均７０点以上で、 

１科目ごとの得点が 

５０点以上。 

 

日商指定の「通信教育講座」を修了した方は、筆記試験の 

「販売・経営管理」科目を免除します。 

３ 級 

筆記試験 

小売業の類型 ・・・・・・・・ ２０分 

マーチャンダイジング ・・・・ ２０分   

ストアオペレーション ・・・・ ２０分    １００分 

マーケティング ・・・・・・・ ２０分  

販売・経営管理 ・・・・・・・ ２０分 

平均７０点以上で、 

１科目ごとの得点が 

５０点以上。 

日商指定の「通信教育講座」を修了した方は、筆記試験の「販売・ 

経営管理」科目を免除します。 

 また、（公財）全国商業高等学校協会の主催による「商業経済検定 

試験」に合格した方は、筆記試験の科目の一部を免除します。 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

受験者への注意事項 

 

１．受験者は試験開始時刻までに入場し、指定された席に着き時間は厳守する事。 

 

２．試験場への携行品は、下記とおりとする。 

   ① 受験票 

② 身分証明書 

   ③ 筆記用具（HB又はＢ黒鉛筆、消しゴム） 

④ 電卓（計算機能のみ）・そろばん等の計算用具  ※ 貸し借りはいけません。 

 

３．受験者は、試験場においては試験委員の指示に従ってください。指示に従わない者

あるいは不正行為を行った者及びその素振りがあったと認められた者は直ちに失

格として、退場させることがあります。 

 

４．試験時間中に携帯電話等の使用を禁止いたします。試験時間中に取り出したり、着

信音が鳴るなどした場合は、直ちに試験を中止して退場していただき、その場合は、

答案用紙は採点の対象になりません。 

 

５．試験開始後３０分間及び終了１０分間前は退席できません。退席するときは必ず答

案用紙を提出して下さい。持ち帰った場合は失格となります。 

 

６．解答記入上の注意 

【筆記試験全般に共通する注意事項】 

   次の注意に反したときは、無効とします。 

   ・答案用紙はマークシートです。答は、ＨＢ又はＢの硬度の鉛筆で所定の欄に 

    はっきりと塗りつぶしてください。（HB又はB以外の硬さの鉛筆、ボールペン、 

    万年筆等の筆記用具を使用した場合は、無効となります） 

   ・答を書き直す場合は、訂正する答を消残しのないよう消しゴムで消して、新しい 

    答をマークし直してください。 

   ・一つの設問について、答をすべて同一記号（数字）の選択をした場合は、無効と 

    します。例えば、すべて１あるいは２、又は1・2・3･･･などと順に選択した場

合は無効となります。 

   ・同一問題について複数の答を選択した場合は、無効となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

  

       

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



商工会議所検定試験に係る個人情報の利用目的、共同利用および匿名加工情報 

に関する事項の公表事項 

 

 

１ 個人情報の利用目的 

 当商工会議所は、個人情報を以下の目的で利用します。なお下記以外の利用目的につい

ては、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合、その他個人情報保

護法が例外として定める場合を除き、別途公表するかまたは本人に通知します。 

(1) 検定試験の受験者・合格者の管理および実施運営のため。なお下記の目的を含みます。 

ア 検定試験施行における本人確認のため 

イ 受験者台帳および合格者台帳の作成のため（受験者および合格者に係るデータベース

の作成を含む。）  

ウ 合格証書および合格証明書の発行のため 

エ 検定試験に関する各種連絡および各種情報提供のため 

オ データベースを活用し、検定普及策を検討するため 

 

 

２ 共同利用 

 当商工会議所は、個人情報を以下のとおり、共同して利用します。 

(1) 共同して利用される個人データの項目 

氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、学校または勤務先等に関する情報（名称、

所在地、所属部課名または学年、電話番号を含む）、属性（社会人（就業者）、社会人（非

就業者）、大学生・短大生（大学院生を含む）、専門学校・各種学校生、高校生、その他

等の別）、受験番号、証書番号、点数、合否 

 

(2) 共同して利用する者の範囲 

  商工会議所法に基づき設立される、全国のすべての商工会議所および日本商工会議所 

 

(3) 利用する者の利用目的 

検定試験の受験者・合格者の管理および実施運営のため。なお下記の目的を含みます。 

ア 検定試験施行における本人確認のため 

イ 受験者台帳および合格者台帳の作成のため（受験者および合格者に係るデータベース

の作成を含む。）  

ウ 合格証書および合格証明書の発行のため 

エ 検定試験に関する各種連絡および各種情報提供のため 

オ データベースを活用し、検定普及策を検討するため 



 

(4) 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称 

 日本商工会議所 

 

 

３ 匿名加工情報に関する事項 

 当商工会議所は、個人情報から、ご本人を識別することができないよう加工した匿名加

工情報を作成し、第三者に提供しています。また今後継続的に同様の匿名加工情報を作成

し、第三者に提供することを予定しています。 

(1) 作成した匿名加工情報に含まれる、個人に関する情報の項目は次のとおりです。 

 住所のうち都道府県、性別、生年月日のうち生年、属性（社会人（就業者）、社会人（非

就業者）、大学生・短大生（大学院生を含む）、専門学校・各種学校生、高校生、その他等

の別）、点数、合否 

 

(2) 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる、個人に関する情報の項目は次のとおり

です。 

 住所のうち都道府県、性別、生年月日のうち生年、属性（社会人（就業者）、社会人（非

就業者）、大学生・短大生（大学院生を含む）、専門学校・各種学校生、高校生、その他等

の別）、点数、合否 

 

(3) 第三者への提供方法は次のとおりです。 

ア サーバにデータをアップロードする方法 

イ CD-ROM または USB メモリ等の電磁的記録媒体にデータを記録し、その媒体を提供する

方法 

 

 

以 上 


