
日時を選んで、
自宅や会社で
受験できる！は2021年度から

インターネット経由での
試験（IBT）に変わります！

東商
検定

3つの特徴

　団体申込のメリット

団体申込～受験～成績照会の主な流れ（詳細はウェブサイトでご確認ください）

受験日が選べる！

●試験期間内であれば、平日や業務時間内にも
　受験できます（土日・祝祭日も可）
●従業員に受験を勧めやすくなります

1 即時採点ですぐに合否が
わかる！

●次のステップアップにすぐに取り組めます
●モチベーションが維持しやすくなります

2 自宅や会社で受験できる！

●時間を効率的に使えます
●受験に向けた学習に集中できます
●「3密」を回避できます

3

東京商工会議所・各地商工会議所主　催

受験しやすくなった東商検定で、人材育成をお手伝いします。

受験料の団体一括払いが可能！ 受験者全員の結果を一括で把握できる！

団体申込
団体情報登録専用のウェブ
サイトから登録。
受験者数確定・受験料支
払い後、発行されるクーポ
ンコードを受験者に案内。

（試験当日）試験開始 成績照会
受験サイトにアクセスし、ログイ
ンする。
ウェブカメラで本人確認後、試
験開始。
試験中はカメラで受験者の様子
を把握することで、不正行為を
防止します。

終了後、即時採点された
結果が画面上に表示され
ます。
後日、ウェブサイトから成
績レポートの印刷も可能。
団体担当者は受験者全員
の成績一覧のダウンロード
も可能。

個人申込
受験申込ウェブサイトで受験
者本人が受験日時を選び、　
受験情報とクーポンコード
を入力。
申込完了後、メールに通知
が届く。



IBT 対象検定・試験スケジュール

必要な機材

必要な環境

検定試験名 試験回 級 受験料（税込） 申込期間 試験期間

カラー
コーディネーター
検定試験

■インターネットに接続されたコンピュータ（PC）
タブレットやスマートフォンでの受験はできません。
ブラウザ以外のアプリケーションは使用できません。
＜推奨OS＞Windows10 最新版、MacOS最新版
＜推奨ブラウザ＞GoogleChrome最新版
＜推奨ネットワーク環境 >上り下りともに 2Mbps 以上の速度

ヘッドセットやイヤホンマイクは使用できません。

第50回
アドバンスクラス 7,700 円

6/1（火）～25（金）

団体情報登録期間

5/11（火）～20（木）

※団体情報登録期間・申込期間ともに初日受付時間は10時から、最終日は 18時までとなります。
※試験時間は、各日程、10:30、11:00、13:30、14:00、15:30、16:00 開始の時間枠あり（待機開始時間は、試験開始時刻の 20 分前）
※ビジネス実務法務検定試験1級、福祉住環境コーディネーター検定試験1級については、2021年度は会場集合型の統一試験で実施します。
※試験時間は、90分（BATIC のみ 70分）。試験開始前に本人確認、説明等20分。

6/17（木）～7/9（金）スタンダードクラス 5,500 円

第 51回
アドバンスクラス 7,700 円

9/29（水）～10/25（月）9/3（金）～14（火） 10/14（木）～11/8（月）

9/29（水）～11/1（月）9/3（金）～14（火）

9/29（水）～11/1（月）9/3（金）～14（火）

10/14（木）～11/8（月）

10/14（木）～11/8（月）

スタンダードクラス 5,500 円

ビジネス実務法務
検定試験

福祉住環境
コーディネーター
検定試験

ビジネスマネジャー
検定試験

第49回

第 13回
第 14回

2級 7,700 円
3級 5,500 円

第 50回

第 46回

第 47回

2級 7,700 円
3級

級設定なし

5,500 円

2級 7,700 円
3級 5,500 円

2級 7,700 円
3級 5,500 円

7,700 円

6/1（火）～7/2（金）5/11（火）～20（木）

6/28（月）～7/30（金）6/4（金）～15（火） 7/14（水）～8/6（金）

11/1（月）～12/6（月）10/8（金）～19（火） 11/15（月）～12/13（月）

6/1（火）～7/2（金）5/11（火）～20（木）

6/17（木）～7/9（金）

6/17（木）～7/9（金）

11/1（月）～12/6（月）10/8（金）～19（火） 11/15（月）～12/13（月）
BATIC
（国際会計試験）

第41回
第 42回

級設定なし 5,500 円

環境社会検定試験
（eco検定）

第30回
第 31回

級設定なし 5,500 円

6/28（月）～7/30（金）6/4（金）～15（火） 7/14（水）～8/6（金）

11/1（月）～12/6（月）10/8（金）～19（火） 11/15（月）～12/13（月）
6/28（月）～7/30（金）6/4（金）～15（火） 7/14（水）～8/6（金）

■コンピュータの内部カメラ、またはwebカメラ
タブレットやスマートフォンをカメラとして使用できません。
ヘッドセット型のカメラも使用できません。

■コンピュータの内部スピーカー、または外部スピーカー

■マウスまたはコンピュータに付属するタッチパッド等
■コンピュータ内部マイク、または外部マイク

■（BATIC のみ）キーボード

■カメラに他の人が映り込まない
　マイクに他の人の声が入らない
待機開始から試験終了までのすべての時間において、この環境を確保
ください。
同じ室内で複数名が同時に受験する場合は、この条件を満たす間隔や
空間を確保ください。
カメラに他の人が映り込んだり、マイクに他の人の声が入った場合は、
失格となります。

■周辺（机の上を含む）に、受験に必要な持ち物や受験上の配慮申請
　で使用が許可された以外の物を置かない
家財などの撤去は不要です。

カメラで受験者の動作や身分証明書、受験環境などを確認します。

■使用機器は机の上などに設置する

■明るい場所、または適切な照明を点灯する

受験者の上半身、身分証明書、背景映像などを録画し、マイクで音声を
録音します。
公園、インターネットカフェ、レストランなどの公共スペースでは受験
できません。海外からの受験はできません。

■他者のプライバシーを侵害する可能性がある物が映らない、
　音声を拾わない



その他・留意事項

その他のご質問はこちらからご確認ください

持ち物

Q &A

Q2 受験にあたって、アプリケーションを
インストールする必要はありますか？

アプリケーションのインストールは必要ありません。
ブラウザ以外のアプリケーションは使用不可です。

Q4 担当者が試験監督を行ってもよいですか？

担当者が試験監督を行うことはできません。ただし、
待機開始前であれば、受験者と同室にいることが可能
です。

Q1 受験には、どの程度のパソコンスキルが
必要ですか？

マウスやタッチパッドの操作ができれば問題ありま
せん。

Q7 急な体調不良を理由に途中退席できますか？

受験上の配慮申請において事前に許可された場合を
除き、途中退席はできません。退席した時点で試験終
了となります。

Q8 試験問題、模範回答は公表されますか？

公表されません。

Q9 必要な機能を備えたPCやインターネット等の会場の
環境が用意できない場合は受験できないのか？

2023 年までの経過措置として、使用機器や受験環境
などの準備が困難な方を対象に、CBT（全国約 280会
場のテストセンターに設置のコンピューターでの試
験）を実施します。
詳細はウェブサイトからご確認ください。

【申込方法・種類】インターネット受付・個人申込のみ
※受験料の他にCBT利用料 2,200 円（税込）が別途
　発生します。

Q5 受験にあたって、本人確認の流れや実際の問題・
回答画面のイメージを確認することはできますか？

ウェブサイトにて試験当日の流れを動
画でご紹介しています。

Q3 同じ部屋で複数名が同時に受験できますか？

受験環境の確認において、カメラを使用して机の上と
受験する部屋全体（360度）を見せていただきます。
待機開始から試験終了までの間、カメラに他の人が映
り込まない、かつ、マイクに他の人の声が入らないよ
うに間隔や空間を確保する必要があります。

Q6 町内放送やペットの鳴き声なども聞こえたら
失格ですか？

外部からの不可抗力の音声の場合は失格とはなりま
せん。

■試験委員による本人確認開始から試験終了まで常に受験者ご
本人の上半身（正面を向いて顔と耳と肩が明瞭に判別できる）
をカメラで録画し、マイクで音声を録音できない場合は、受験
できない、もしくは、失格となります。

■その他、受験にあたっての注意事項、禁止事項について、ウェ
ブサイトから必ずご確認ください。

■使用機器と受験環境それぞれの要件を満たしていることを必
ず確認してください。要件を満たしていない場合は、受験でき
ません。

■身分証明書
　（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、第三者機関発行
で原則として氏名、生年月日、顔写真が揃って確認できるもの）

●カラーコーディネーター検定試験のみ
　東京商工会議所より送付したカラーチャート

●BATIC のみ
　電卓（関数電卓・プログラム機能は除く）またはそろばん（プリンター
　内蔵、メロディー音の出るもの、携帯コンピュータ（電子手帳を含む）、
　スマートフォンや携帯電話等は使用不可）
　計算用紙（両面白紙・A4サイズ以内・１枚限り）、計算用紙記入用筆記
　用具（１本限り）



コンプランス管理やリスク回避など社会人に
必要な法律知識がバランスよく身に付きます。

●すべてのビジネスパーソン
●若手社員には 3級が適切

詳しくはこちらをご覧ください▶

コンプライアンス強化に直結するビジネスの現場に即した法律知識

対　象

あらゆるマネジャーが共有して身に付けておくべき
重要な基礎知識を効率的に習得することができます。

●管理職を重点的に育成したい
　すべての企業
●管理職（課長クラス）の方、
　管理職を目指す方

管理職に必須のマネジメント知識

対　象

多様化・複雑化する環境問題を幅広く体系的に学べます。

●環境や社会に配慮した製品や
　サービスを扱う方
●SDGs（持続可能な開発目標）
　やCSR担当の方

持続可能な社会の実現のために不可欠な環境問題の基礎知識

対　象

福祉×建築×医療の幅広い知識を体系的に
習得することができます。

高齢者や障がい者に対して住みやすい住環境を
提案するアドバイザー

●住宅メーカーや工務店、不動産サービス等の営業担当者 
●介護関連業従事者（ケアマネジャーなど）対象

色の性質や特性を理解することで、自社の商品・
サービスをより魅力的に見せることができます。

仕事に役立つ実践的な色彩知識を
学ぶことができる

●デザイナー（インテリア、グラフィック、Web制作等）
　小売業のディスプレイ担当者対象

海外企業との取引等で必須となる英文会計の
スキルを身につける

ビジネスの共通言語「英語」と「簿記」を
同時に学ぶ

●海外企業の取引担当者、海外赴任する社員

◀詳しくはこちらをご覧ください

対象

詳しくはこちらをご覧ください▶

詳しくはこちらをご覧ください▶

◀詳しくはこちらをご覧ください◀詳しくはこちらをご覧ください

☎ 03-3989-0777（土日・祝休日・年末年始を除く 10:00 ～ 18:00）
https://www.kentei.org
※間違い電話が多くなっております。おかけ間違いのないよう、電話番号をお確かめください。
※お電話は対応品質向上のため、録音させていただいております。

東京商工会議所
検定試験情報
ウェブサイト

東京商工会議所
検定メールマガジン
配信登録

東京商工会議所 検定センターお問合せ

その他サービス　17.8％

金融・保険業　14.4％

建設業　13.9％

製造業　13.7％

運輸・通信業　8.6%

卸売業　5.4％

大学生　5.3％

その他　5.2％

電気・ガス・水道業　3.9％

専門・短期大学生　0.5％
飲食業　0.3％

不動産業　3.5％
小売業　2.8％
公務　2.0％
無職　1.7％
教育　0.8％

役員クラス　1.5％
その他　1.5％
派遣社員・パート・アルバイト　0.8％

課長クラス　34.4％

公務・団体　1.0％
電気・ガス・水道業　1.6％飲食宿泊業　1.9％

小売業　14.5％

製造業　15.8％

建設業　29.1％

2019 年度
受験者の業種

2019年度
受験者の役職

その他　3.8％
運輸業　2.1％
金融・保険業　2.3％
卸売業　卸売業 3.4％
情報通信・
ソフトウエア業
3.5％

サービス業
5.5％

不動産業
5.5％

係長クラス　25.1％

一般社員　28.1％

部長クラス　8.6％

鉱業　0.1％

学生
9.0％

2019 年度
受験者の業種

2級




