
)

※　申込用紙への記入は原則として本人の自筆とします。★印は必須記入項目

１：男性
２：女性

- - -

ﾌﾘｶﾞﾅ

名称

- -

◆該当する箇所の枠に〇印をつけてください。(科目別証明書を添付すること)

様式１ ※ 本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、受験者・合格者台帳の作成、合格証書・合格証明書の
発行および検定試験に関する連絡・各種情報提供の目的にのみ使用いたします。

第 回　リテールマーケティング(販売士)検定試験 1 級  申 込 書

★生年月日 　(西暦)　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日生　　（満　　　　　　　歳）

(施行日: ,会場：

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ★性　別
★氏　名

姓 名

★住　所

〒 ★電　話
ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ ★販売士合格

バッチ

・購入する

所在地 〒

★職業分類

◆当てはまる数字を左欄に記入してください。

１：百貨店　２：ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ　３：総合品ぞろえｽｰﾊﾟｰ　４：専門店ﾁｪｰﾝ　５：ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ　６：一般小売業　７：その他小売業　８：卸売業

９：製造業　10：大学生　11：短大生　12：専門・各種学校生　13：高校生　14：ｻｰﾋﾞｽ業・飲食業　15：ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業　16：無職　17：その他

学校名
または
勤務先等

所属部課名または学年 ・不要

ﾌﾘｶﾞﾅ 電　話　番　号

　マーケティング 　承諾し、申し込みいたします。

　ストアオペレーション

　マーチャンダイジング
★本人署名

　小売業の類型

★免除科目

　販売・経営管理 　裏面に記載の「受験者への連絡・注意事項」を

　　　　　　　　　　　　　　　　

団　体　名 受　験　番　号 合　格　証　書　番　号 合・否

(注)試験に合格されますと販売士として登録されますが、データベース・システムの都合上、氏名・住所はＪＩＳ(日本工業規格)漢字コードの第１水準・第２水
準の文字でのみ登録が可能です。つきましては、氏名・住所に第１水準・第２水準以外の文字（例：「髙（はしごだか）」「﨑（たちさき）」など）が含ま
れる場合は、第１水準・第２水準の文字（例：「高」「崎」といった文字、またはカタカナ）で当該欄にご記入下さいますようお願い申しあげます。合格証
書、認定証(カード)、郵便物の宛先も第１水準・第２水準の文字での表記となります。
なお、第１・第２水準以外の文字でのご記入があった場合には、事務局にて第１水準・第２水準の文字に変更して登録いたしますので、予めご了承下さい。



「受験者への連絡・注意事項」

●受験料の返還
　一度申し込まれた受験料の返還および試験日の延期・変更は
　認められません。

●入場許可
　試験会場には所定の申込手続きを完了した受験者本人のみ入
　場を許可します。

●本人確認
　受験に際しては、身分証明書を携帯してください。

●試験中の禁止事項
　次に該当する受験者は失格とし、試験途中で受験をお断りす
　るとともに、今後も受験をお断りするなどの対応を取らせて
　いただきます。
　・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
　・試験問題等を複写する者
　・答案用紙を持ち出す者
　・本人の代わりに試験を受けようとする者、または受けた者
　・他の受験者に対する迷惑行為を行う者
　・暴力行為や器物破損等試験に対する妨害行為に及ぶ者
　・その他の不正行為を行う者

●飲食、喫煙
　試験中の飲食、喫煙はできません。

●試験施行後に不正が発覚した場合の措置
　試験の施行後、不正が発覚した場合、当該受験者は失格また
　は合格取消、今後の受験をお断りするなどの対応を取らせて
　いただきます。

●試験内容、採点に関する質問
　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、一切回答できません。

●答案の公開、返却
　受験者本人からの求めでも、答案の公開、返却には一切応じ
　られません。

●合格証書の再発行
　合格証書の再発行はできません。

●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
　全額返還いたします。ただし、中止にともなう受験者の不便、
　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
　ステム上の障害等により、答案が喪失、焼失、紛失し採点で
　きなくなった場合は、当該受験者に受験料を全額返還いたし
　ます。ただし、これにともなう受験者の不便、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。



)

※　申込用紙への記入は原則として本人の自筆とします。★印は必須記入項目

１：男性
２：女性

- - -

- -

◆該当する箇所に〇印をつけて記入してください。(修了証明書を添付すること)

イ：２級販売士養成講習会修了者 ・主催者名

・修了証明書番号

ロ：２級販売士養成通信教育講座修了者・主催者名

・修了証明書番号

様式１ ※ 本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、受験者・合格者台帳の作成、合格証書・合格証明書の
発行および検定試験に関する連絡・各種情報提供の目的にのみ使用いたします。

第 回　リテールマーケティング(販売士)検定試験 2 級  申 込 書

★生年月日 　(西暦)　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日生　　（満　　　　　　　歳）

(施行日: ,会場：

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ★性　別
★氏　名

姓 名

★住　所

〒 ★電　話
ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ ★販売士合格

バッチ

・購入する

団　体　名 受　験　番　号 合　格　証　書　番　号 合・否

ﾌﾘｶﾞﾅ 電　話　番　号

所在地 〒

★職業分類

◆当てはまる数字を左欄に記入してください。

１：百貨店　２：ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ　３：総合品ぞろえｽｰﾊﾟｰ　４：専門店ﾁｪｰﾝ　５：ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ　６：一般小売業　７：その他小売業　８：卸売業

９：製造業　10：大学生　11：短大生　12：専門・各種学校生　13：高校生　14：ｻｰﾋﾞｽ業・飲食業　15：ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業　16：無職　17：その他

学校名
または
勤務先等

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属部課名または学年 ・不要

名称

★免除科目

　裏面に記載の「受験者への連絡・注意事項」を

　承諾し、申し込みいたします。

★本人署名
　　　　　　　　　　　　　　　　

(注)試験に合格されますと販売士として登録されますが、データベース・システムの都合上、氏名・住所はＪＩＳ(日本工業規格)漢字コードの第１水準・第２水
準の文字でのみ登録が可能です。つきましては、氏名・住所に第１水準・第２水準以外の文字（例：「髙（はしごだか）」「﨑（たちさき）」など）が含ま
れる場合は、第１水準・第２水準の文字（例：「高」「崎」といった文字、またはカタカナ）で当該欄にご記入下さいますようお願い申しあげます。合格証
書、認定証(カード)、郵便物の宛先も第１水準・第２水準の文字での表記となります。
なお、第１・第２水準以外の文字でのご記入があった場合には、事務局にて第１水準・第２水準の文字に変更して登録いたしますので、予めご了承下さい。



「受験者への連絡・注意事項」

●受験料の返還
　一度申し込まれた受験料の返還および試験日の延期・変更は
　認められません。

●入場許可
　試験会場には所定の申込手続きを完了した受験者本人のみ入
　場を許可します。

●本人確認
　受験に際しては、身分証明書を携帯してください。

●試験中の禁止事項
　次に該当する受験者は失格とし、試験途中で受験をお断りす
　るとともに、今後も受験をお断りするなどの対応を取らせて
　いただきます。
　・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
　・試験問題等を複写する者
　・答案用紙を持ち出す者
　・本人の代わりに試験を受けようとする者、または受けた者
　・他の受験者に対する迷惑行為を行う者
　・暴力行為や器物破損等試験に対する妨害行為に及ぶ者
　・その他の不正行為を行う者

●飲食、喫煙
　試験中の飲食、喫煙はできません。

●試験施行後に不正が発覚した場合の措置
　試験の施行後、不正が発覚した場合、当該受験者は失格また
　は合格取消、今後の受験をお断りするなどの対応を取らせて
　いただきます。

●試験内容、採点に関する質問
　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、一切回答できません。

●答案の公開、返却
　受験者本人からの求めでも、答案の公開、返却には一切応じ
　られません。

●合格証書の再発行
　合格証書の再発行はできません。

●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
　全額返還いたします。ただし、中止にともなう受験者の不便、
　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
　ステム上の障害等により、答案が喪失、焼失、紛失し採点で
　きなくなった場合は、当該受験者に受験料を全額返還いたし
　ます。ただし、これにともなう受験者の不便、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。



)

※　申込用紙への記入は原則として本人の自筆とします。★印は必須記入項目

１：男性
２：女性

- - -

- -

◆該当する免除科目および免除条件に〇印をつけて記入してください。(証明書または合格証書を添付すること)

イ：３級販売士養成講習会修了者 ・主催者名 ・修了証明書番号

ロ：３級販売士養成通信教育講座修了者・主催者名 ・修了証明書番号

ハ：商業経済検定主権合格者 ・合格科目名 ・合格証書番号

　裏面に記載の「受験者への連絡・注意事項」を
　承諾し、申し込みいたします。

★本人署名
　　　　　　　　　　　　　　　　

(注)試験に合格されますと販売士として登録されますが、データベース・システムの都合上、氏名・住所はＪＩＳ(日本工業規格)漢字コードの第１水準・第２水
準の文字でのみ登録が可能です。つきましては、氏名・住所に第１水準・第２水準以外の文字（例：「髙（はしごだか）」「﨑（たちさき）」など）が含ま
れる場合は、第１水準・第２水準の文字（例：「高」「崎」といった文字、またはカタカナ）で当該欄にご記入下さいますようお願い申しあげます。合格証
書、認定証(カード)、郵便物の宛先も第１水準・第２水準の文字での表記となります。
なお、第１・第２水準以外の文字でのご記入があった場合には、事務局にて第１水準・第２水準の文字に変更して登録いたしますので、予めご了承下さい。

　販売・経営管理

　マーケティング

合 格 証 書 番 号 合・否団　体　名 受　験　番　号

ﾌﾘｶﾞﾅ 電　話　番　号

所在地 〒

★職業分類

◆当てはまる数字を左欄に記入してください。

１：百貨店　２：ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ　３：総合品ぞろえｽｰﾊﾟｰ　４：専門店ﾁｪｰﾝ　５：ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ　６：一般小売業　７：その他小売業　８：卸売業

９：製造業　10：大学生　11：短大生　12：専門・各種学校生　13：高校生　14：ｻｰﾋﾞｽ業・飲食業　15：ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業　16：無職　17：その他

学校名
または
勤務先等

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属部課名または学年 ・不要

名称

★免除科目

ﾌﾘｶﾞﾅ ★販売士合格

バッチ

・購入する

★電　話
ﾌﾘｶﾞﾅ

★住　所

〒

★生年月日 　(西暦)　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日生　　（満　　　　　　　歳）

(施行日: ,会場：

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ★性　別
★氏　名

姓 名

様式１ ※ 本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、受験者・合格者台帳の作成、合格証書・合格証明書の
発行および検定試験に関する連絡・各種情報提供の目的にのみ使用いたします。

第 回　リテールマーケティング(販売士)検定試験 3 級  申 込 書



「受験者への連絡・注意事項」

●受験料の返還
　一度申し込まれた受験料の返還および試験日の延期・変更は
　認められません。

●入場許可
　試験会場には所定の申込手続きを完了した受験者本人のみ入
　場を許可します。

●本人確認
　受験に際しては、身分証明書を携帯してください。

●試験中の禁止事項
　次に該当する受験者は失格とし、試験途中で受験をお断りす
　るとともに、今後も受験をお断りするなどの対応を取らせて
　いただきます。
　・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
　・試験問題等を複写する者
　・答案用紙を持ち出す者
　・本人の代わりに試験を受けようとする者、または受けた者
　・他の受験者に対する迷惑行為を行う者
　・暴力行為や器物破損等試験に対する妨害行為に及ぶ者
　・その他の不正行為を行う者

●飲食、喫煙
　試験中の飲食、喫煙はできません。

●試験施行後に不正が発覚した場合の措置
　試験の施行後、不正が発覚した場合、当該受験者は失格また
　は合格取消、今後の受験をお断りするなどの対応を取らせて
　いただきます。

●試験内容、採点に関する質問
　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、一切回答できません。

●答案の公開、返却
　受験者本人からの求めでも、答案の公開、返却には一切応じ
　られません。

●合格証書の再発行
　合格証書の再発行はできません。

●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
　全額返還いたします。ただし、中止にともなう受験者の不便、
　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
　ステム上の障害等により、答案が喪失、焼失、紛失し採点で
　きなくなった場合は、当該受験者に受験料を全額返還いたし
　ます。ただし、これにともなう受験者の不便、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。


