
●日本商工会議所検定試験

検定試験名 試験日 受験料（税込） 申込方法

6月28日（日） 5/22 (金) ～ 5/27 (水) 7/3 (金)

10月25日（日） 9/16 (水) ～ 9/23 (水) 10/30 (金)

2021年2月14日（日） 1/7 (木) ～ 1/13 (水) 2/19 (金)

【※変更しました】

～ 5/12 (火)

【※変更しました】

★10/1（木）am8:00～

【※変更しました】

1/14 (木) ～ 1/22 (金)

【※変更しました】

1/14 (木) ～ 1/26 (火)

ＤＣプランナー 9月13日（日） 2級　　6,600 円 7/6 (月) ～ 7/28 (火) 10/23 (金)

（企業年金総合プランナー） 2021年1月24日（日） 1級   11,000 円 11/10 (火) ～ 12/1 (火) 3/5 (金)

※(１)珠算検定については、岐阜珠算振興会（TEL 058-264-2131）にお問い合わせ下さい。

※(２)DCプランナー検定については、一般社団法人金融財政事情研究会　検定センター（TEL 03-3358-0771）にお問い合わせ下さい。

●日本商工会議所ネット試験

試験名 試験日

10月4日（日）
2021年2月21日（日）

STANDARD  　5,500 円

BASIC  　4,400 円

ENTRY  　3,300 円

10月4日（日）
2021年2月21日（日）

1級   10,480 円

2級　　7,330 円

3級　　4,200 円

10月4日（日）
2021年2月21日（日）

1級     7,330 円

2級　　5,240 円

3級　　4,200 円

ビジネスキーボード 随時

キータッチ2000 随時

2,620 円

1,570 円

岐阜商工会議所
〒500-8727　岐阜市神田町2-2

TEL：058-264-2133／FAX：058-264-0336　　URL：http://www.gcci.or.jp/

電子会計実務

1級

２・３級 随時

日商ビジネス英語

1級

２・３級 随時

初級
随時

2,200 円

原価計算初級 2,200 円

日商プログラミング EXPERT～ENTRY 随時

EXPERT  　6,600 円

日　商　P　C

1級 1級   10,480 円

岐阜商工会議所では実施しておりません。

日本商工会議所ホームページ
（https://links.kentei.ne.jp/organization/)

にて施行機関を検索し各会場へ
直接お問い合わせ下さい。

２・３級・Basic 随時

2級　　7,330 円

3級　　5,240 円

Basic　　4,200 円

簿　　　　　記

(水)

1級は4/6(火)

2級（第26回）
※(２)下記参照

1級（第25回）

施行級 受験料（税込） 申込方法・試験日時

6/18 (木) 8/7 (金)

1～3級（第87回） 2021年2月17日（水）
1級　　7,850 円
2級　　5,770 円
3級　　4,200 円

①窓口
②郵送

3/17

リテールマーケティング
（販　売　士）
※先着順にて

定員を設けております。
定員となり次第締め切ります。

2～3級（第86回） 7月11日（土） 5/19 (火) ～

1～3級（第157回） 2021年2月28日（日） インターネット
インターネット

3/16 (火)

1級は4/20（火）

11月15日（日）

1級　　7,850 円
2級　　4,720 円
3級　　2,850 円

インターネット
12/1 (火)インターネット

1級は1/5（火）
10/16（金）

簿　　　　　　記

※先着順にて
定員を設けております。

定員となり次第締め切ります。

1～3級（第155回） 6月14日（日） 6/30 (火)インターネット
インターネット

4月中
※現在調整中

1級は8/4（火）

1～3級（第156回）

珠　　　　 　算

1～3級（第219回）

1～3級（第220回） 1級　　2,340 円
2級　　1,730 円
3級　　1,530 円

※(１)下記参照

1～3級（第221回）

2020年度 岐阜商工会議所 検定試験日程

令和2年10月2日現在

施行級（回） 申込受付期間 合格発表日

中 止

中 止

●新型コロナウイルス感染拡大に伴う検定試験の対応について●

※新型コロナウイルスに伴う感染症の拡大防止と受験者の安全確保の観点から今後も状況を鑑み、検定試験の中止、会場の変更、申込方法の変更、申込期

間の短縮等を行う可能性があります。さらに、お申込みいただいた後、施行中止や規模の縮小を行う可能性もあります。

このような事態が発生した場合には、直ちに当所ホームページの「新着情報」に公開いたしますので、適宜ご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、2020年度の検定試験の申し込みに関しては、定員制とし先着順に申込みの受付をいたします。（※申し込みは定員になり次第締切とさせていただきます）

受験者の皆様にはご迷惑ご面倒をおかけすることになり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。

中 止

★申し込み開始時刻があります

【※変更しました】
★1級試験も行います



●東京商工会議所検定試験

検定試験名 試験日 受験料（税込） 申込先

4/30

3/3 (水) ～ 3/26 (金)

9/24 (木) ～ 10/9 (金) ※（2）下記参照

5/12 (火) ～ 5/29 (金) 7/31 (金) ～ 8/28 (金)

5,500円 10/13 (火) ～ 10/30 (金) ※（2）下記参照 1/8 (金) ～ 2/5 (金)

4/28 (火) ～ 5/15 (金) 7/17 (金) ～ 8/14 (金)

6,600円 9/8 (火) ～ 9/25 (金) ※（2）下記参照 11/27 (金) ～ 12/25 (金)

※(1)個人でお申込みになる場合の期間です。団体でお申込みになる場合は期間が異なります。詳しくは検定パンフレットもしくは東京商工会議所検定のＨＰをご覧ください。

※(2)東商検定については、東京商工会議所検定センター（TEL 03-3989-0777、URL https://www.kentei.org/）にお申し込みください。

※(3)成績表の郵送をご希望の場合は期間が異なります。

岐阜商工会議所
〒500-8727　岐阜市神田町2-2
TEL：058-264-2133／FAX：058-264-0336　　URL：http://www.gcci.or.jp/

【変更しました】

【変更しました】

【変更しました】

12/11 (金)
1～3級（第45回） 11月22日（日）

1級   11,000円
2級　　6,600円
3級　　4,400円 ※先着順にて定員を設けております。

定員となり次第締め切ります。

※先着順にて定員を設けております。
定員となり次第締め切ります。

8/21 (金)

ビジネスマネジャー

第11回 6月27日（土）

第12回 11月8日（日）

環境社会（eco検定）

第28回 7月12日（日）

第29回 12月13日（日）

※先着順にて定員を設けております。
定員となり次第締め切ります。

施行級（回） 申込受付期間※（１） WEB成績票受付期間※（3）

福祉住環境コーディネーター

2～3級（第44回） 7月5日（日） (火) ～ 5/22 (金)

～ 1/22 (金)

7/27 (月) ～

令和2年8月24日現在

2020年度 岐阜商工会議所 検定試験日程（東商）

※２０２０年度より、カラーコーディネーター、ビジネス実務法務、BATIC（国際会計検定）の３検定は当所では施行いたしません。
受験をご予定の場合は東京商工会議所検定センターHP（https://www.kentei.org）をご確認ください。

中 止

中 止

中 止

●新型コロナウイルス感染拡大に伴う検定試験の対応について●

※新型コロナウイルスに伴う感染症の拡大防止と受験者の安全確保の観点から今後も状況を鑑み、検定試験の中止、会場の変更、申込方法の変更、申込

期間の短縮等を行う可能性があります。さらに、お申込みいただいた後、施行中止や規模の縮小を行う可能性もございます。

このような事態が発生した場合には、直ちに当所ホームページの「新着情報」に公開いたしますので、適宜ご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、2020年度の検定試験の申し込みに関しては、定員制とし先着順に申込みの受付をいたします。（※申し込みは定員になり次第締切とさせていただき

ます）

受験者の皆様にはご迷惑ご面倒をおかけすることになり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。


