
商工会議所の検定試験が実力を証明します！ 
 

マーケティング力強化でビジネスをリードする！ 
流通･小売業で唯一の公的資格！ 

リテールマーケティング 

（販売士）検定試験 
2020年度 受験要項・申込書 

このような方に役立ちます                
 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者 
 これから流通・小売業界で活躍したい人 

 

このような効果が期待できます            

 接客に関する基礎知識が身につく 
 取扱商品に関する専門知識が身につく 
 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 

※本受験要項の記載事項をよく読んで、同意した上でお申込ください。 
主催：廿日市商工会議所・日本商工会議所 

リテールマーケティング（販売士）検定試験                                       
販売士検定試験は、販売に必要な商品知識や販売技術、仕入や在

庫管理、マーケティングなど、より高度で専門的な知識を持つ人材
の育成を目指しています。 
           

日  程                                       
 

第86回 

(2･3級) 

試験日 2020年7月11日（土） 

合格発表日 2020年7月31日（金） 

申
込
期
間 

ネット 5月11日（月）～6月19日（金） 

郵送 
6月8日（月）～6月19日（金） 

窓口 

 

第87回 

(2･3級) 

試験日 2021年2月17日（水） 

合格発表日 2021年3月  9日（火） 

申
込
期
間 

ネット 12月14日（月）～1月22日（金） 

郵送 
1月12日（火）～1月22日（金） 

窓口 

 

試験開始時間および試験時間                   
 2級  13:00～（前半 60分・後半 90分） 
 3級   9:30～（100分） 
 

受験料（消費税込み）                 
  

2級 5,770円 

3級 4,200円 

※領収書は受験票が届くまで大切に保管してください。 

  
試  験  会  場                                  
廿日市商工会議所 
〒738-0015 廿日市市本町5-1廿日市市商工保健会館内 

TEL：0829-20-0021 
駐車場が十分にありませんので、公共交通機関をご利用ください。 
※広電宮島線「廿日市市役所前」駅下車 徒歩７分 
 

受  験  資  格                                      
学歴、年齢、性別、国籍等に制限はありません。          

                                                        

受験申込および決済方法                             
① 窓口申込 

申込受付期間中に、申込書に受験料を添えて、 
廿日市商工会議所にお越しください。 
受付 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00   

 
② 郵送申込 

申込期間中に、申込書および受験料を現金書留で廿日市商

工会議所検定担当宛にご送付ください（締切日必着）。 
★郵便事情等による郵便物の不着の責任は負いません。 
※現金書留料は申込者がご負担ください。 
※WEB 成績照会の申込みは 550 円（税込）が別途必要
になります。 

③ インターネット申込 
当所のホームページ（URL：www.cci201.or.jp）の検定ページ 
申込画面の指示に従って必要事項を入力し、受験料をクレジ
ットカード・ペイジーもしくはコンビニエンスストアでお支
払いください。払込期限内に受験料のお支払いがない場合、
お申込は無効になりますのでご注意ください。 
※インターネット利用料（550円）は各自でご負担ください。 
※なお、科目免除を申請する場合は、証明書類のコピーが 
 必要です。郵送・インターネット申込をされる場合は申込 
期限内に当所まで持参または郵送、FAXしてください。 

 

試験科目・合格基準等                                  
  
2級 売場を監督する中堅幹部クラスが対象  
小売店舗経営の仕組みを理解し、主として小売業の販売技術に関
する専門的な知識を身に付け、販売促進の企画ができるとともに、
部下の指導・育成ができる。 

 
【合格基準】 

5科目とも100点を満点とし、“全科目の平均点が70点以上”“50
点未満の科目がない”、以上の条件を満たした場合、合格とする。 

 
試験科目 試験時間 

① 小売業の類型 
② マーチャンダイジング 

60分 

休憩  約20分 
③ ストアオペレーション 
④ マーケティング 
⑤ 販売・経営管理 

90分 
 

 ※免除されている科目以外はすべて受験して下さい。 
 
3級 売場の担当者等が対象 営業マンにも必須情報  
小売店舗運営の基本的な仕組みを理解し、販売員としての基礎的
な知識と技術を身につけ、販売業務を行うことができる。 

 
【合格基準】 

5科目とも100点を満点とし、“全科目の平均点が70点以上”“50
点未満の科目がない”、以上の条件を満たした場合、合格とする。 

 

試験科目 試験時間 

① 小売業の類型 
② マーチャンダイジング 
③ ストアオペレーション 
④ マーケティング 
⑤ 販売・経営管理 

100分 

 ※免除されている科目以外はすべて受験して下さい。 

  



          

試験科目免除について                                  
科目免除の申請者は申込時に次の証明書のコピーを提出してくだ 
さい。ただし、証明書の提出がない場合、提出期限の過ぎた場合は 
科目が免除になりません。 

 
【締切日（必着）】 
 

第86回 第87回 
2020年6月19日（金） 2021年1月22日（金） 

 
【必要書類】 
詳細は日本商工会議所ＨＰ（https://www.kentei.ne.jp/）を 
ご覧ください。 

 
 級 条件等 提出書類 

3級 
商業経済検定に合格 
された方 

“商業経済検定合格証書” 
のコピー 

2級 
 ・ 
3級 

養成講習会を修了 
した方 

“養成講習会修了証明書” 
のコピー 

養成通信教育講座を 
修了した方 

“養成通信教育講座修了証明書” 
のコピー 

 

受  験  票                                      
受験票は試験日の２週間前までに郵送します。試験日の１０日前 
までに届かない場合は、必ず検定担当へご連絡ください。ご連絡 
なき場合は届いているものとみなします。 

 

申込上の注意事項                                  
①申込後の取消、受験級・受験回の変更等は認められません。 
②受験料は試験施行中止以外、返金いたしません。 
③申込書への記入は原則として受験者の自筆とします。 
記載不備や事実に反する記載は、失格となる場合があります。 

④科目免除該当者は免除証明書を提示してください。 
⑤同一の級を重複して受験することはできません。 
⑥お身体の障害などで受験に際して特別な配慮が必要な方は、 
必ず事前にご相談ください。 

⑦団体申込の場合は、当所までご連絡ください。 
受験票・合格証書等を代表者宛にご送付します。 

⑧団体受験申込者は、個人情報を当該団体代表者が取り扱う 
ことを予め同意したものとみなします。 

 

試験当日の持参物                              
①受験票  
②顔写真付き身分証明書 
原則として氏名および生年月日、顔写真のいずれもが確認でき 
る運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、社員証、学 
生証など。試験時に受験票とともに机上に置いてください。 
顔写真付き身分証明書をお持ちでない方は、事前に必ず当所ま 
でご連絡ください。 

③筆記用具  
（ＨＢ・Ｂの黒鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム） 

 

④計算器具 (そろばん・電卓) 
以下の機能がある電卓は持ち込みできません。 
・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)  

  
受験に関する注意事項                             
【入場許可】 
試験会場には受験者本人のみ入場を許可します。 

 
【試験中の禁止事項】 
以下の行為を行った受験者はその場で退場させ、答案の採点は 
行わず、今後の受験も認めません。 
・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 
・試験中に指示に従わず携帯電話を鳴らした者 
・試験問題等を複写する者 
・答案用紙を持ち出す者 
・代理受験をした者、させた者 
・他の受験者の迷惑行為を行う者 
・暴力行為や器物破損など試験の妨害行為に及ぶ者 
・試験中に飲食、喫煙する者 
・その他の不正行為を行う者   
※不正行為を行う者は過去の合格を取り消す場合があります。 
※原則として試験中一旦退席すると再入場はできません。 
これらは不正行為としてみなされるので、ご留意ください。 

※試験中は携帯電話を時計代わりに使用できません。 
※電卓・筆記用具等の貸し借りは一切できません。 
※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 
ご質問には一切応じられません。 

※答案の公開返却には一切応じられません。 
 
【試験施行後に不正が発覚した場合の措置】 
当該受験者は失格または合格を取り消し、今後の受験も 
認めません。 

 
【試験が施行されなかった場合の措置】 
台風・地震・洪水・津波等の自然災害または火災・停電・シス 
テム上の障害・その他の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は、当該受験者に受験料を全 
額返還します。ただし、中止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。 

 
【答案の採点ができなかった場合の措置】 
台風・地震・洪水・津波等の自然災害または火災・盗難・シス 
テム上の障害により、答案が喪失・焼失・紛失して採点できな 
くなった場合は、当該受験者に受験料を全額返還します。 
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。 

 
 
 
 

合  格  発  表                             
廿日市商工会議所の掲示板およびHP 
（http://www.cci201.or.jp） 
※電話または窓口での合否・成績のご照会はお断りします。 

  
合格証書・認定証の交付                           
・合格者には合格証書・認定証を郵送します。 
 ※販売士認定証は、合格後５年を経て資格の有効期間を更新 

する際に必要となりますので、大切に保管してください。 
※団体申込の場合、代表者に合格証書・認定証を郵送します。 

  
WEB 成績照会サービス           
（インターネット申込者は無料）                      
窓口・郵便での申込みは550円（税込）が別途必要になります。

廿日市商工会議所ホームページ内の合格発表ページにて成績照

会が可能です。 

 

合格証書に関する注意事項                           
・合格者の漢字氏名はＪＩＳ第２水準までです。 
・合格証書が宛名不明等で当所へ戻ってきた場合は、合格証書
の保存期間は試験施行から１年間です。再発行はしません。
保存期間経過後は、合格証明書（送料申込者負担）の発行と
なります。 

  
資格の有効期限                                  
変化の激しい流通業界の第一線で活躍を続けていただくため 
に、販売士検定では５年ごとの資格更新制度を設けています。 
更新手続きをしないと資格が失効しますのでご注意ください。 

  
資格更新の方法                                  

1．資格更新講習会の受講 
日本商工会議所が各地で開催する資格更新講習会に登録 
受講してください。詳細については下記のホームページ 
をご覧ください。 
日本商工会議所ＨＰ（https://www.kentei.ne.jp/） 

2．上級資格の取得（２級・３級のみ） 
更新する級よりも上級資格を有する方が対象となりま
す。更新手続き時に上級の認定証を提示し、資格更新の
申請を行ってください。 

 
【注意】 

住所や氏名に変更があった場合、販売士データーベースで 
変更の手続きを必ず行ってください。手続きを怠ると、資 
格更新の案内状が不達となり、資格が失効または更新の遅 
延が生じる可能性があります。 

  
申し込み・問い合わせ先                             

廿日市商工会議所 検定担当係 
〒738-0015 広島県廿日市市本町5-1  
TEL(0829)20－0021  FAX(0829)20－0022 
HP（http://www.cci201.or.jp） 


