
第８７回 リテールマーケティング(販売士) 

検定試験のご案内 
 

 

主 催   松阪商工会議所 

日本商工会議所 

後 援   経 済 産 業 省 

中 小 企 業 庁 

 

 

 マーケティング力強化で流通・小売をリードする‼ 

  マーケティング知識を活かした販売促進企画の立案のみならず、売場づくりや接客の技 

 術、在庫管理にいたるまで、幅広く実践的な専門知識が身につきます。販売士は流通・小 

売業をはじめ、業種を問わず顧客満足度や生産性の向上に寄与しています。 

 

 

令和２年度施行期日一覧表 
 

  【１級】  受験料：７，８５０円（税込） 
 

※インターネットでのお申込の場合は別途ネット申込手数料６６０円が必要です。 

  

 

【２級・３級】    受験料 ２級：５，７７０円（税込） 

３級：４，２００円（税込） 
※インターネットでのお申込の場合は別途ネット申込手数料６６０円が必要です。 

 

 ※窓口申込は、受付期間の平日８：３０～１７：１５まで 

  ネット申込は、受付期間の初日の９：００～最終日２３：５９までとなります。 
 

 

〒515‐0014  松阪市若葉町 161‐2   松阪商工会議所 総務課                                                    

℡(0598)51‐7811 

  

試験日 

 

第８７回 

令和３年2月17日（水） 

申込受付期間 
窓口（個人・団体）・ネットともに 

１月１２日（火） ～ １月２６日（火） 
ネット申込納付期限：１月２６日（火） 

合 格 発 表  ３月２９日（月）                                       

試験日 

 

第８７回 

令和３年2月17日（水） 

申込受付期間 
窓口（個人・団体）・ネットともに 

１月１２日（火） ～ １月２６日（火） 
ネット申込納付期限：１月２６日（火） 

合 格 発 表  ３月９日（火）                                       



試験会場 

 松阪商工会議所（松阪市若葉町 161-2 ＴＥＬ0598-51-7811） 

 ※駐車場台数に限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用下さい。 

試験時間 

１級：   ９時３０分～（制限時間３時間２0 分・途中休憩あり） 

２級：  １３時００分～（制限時間２時間３０分・途中休憩あり） 

  ３級：   ９時３０分～（制限時間１時間 40 分） 

※試験開始時刻までに必ず入場して下さい。 

 

受験資格 

  学歴、年齢、性別、国籍に制限はありません。 

 

試験の一部免除 

各級の「試験の一部免除」対象者と提出書類は以下の通りです。 

免除希望者は、以下の書類を試験申込時に提出して下さい。 

    【１級】 

免除対象者 提出書類 免除科目・試験 

第８３回・８５回検定の

筆記試験で70点以上の

得点を得た者 

科目別合格証明書 各試験科目 

 

    【２級】 

免除対象者 提出書類 免除科目・試験 

２級販売士養成講習会

又は指定の通信教育講

座修了者※ 

２級販売士養成講習会又は通信教育

講座の「修了証明書」 
販売・経営管理 

     ※養成講習会修了者は予備試験合格者、通信教育講座修了者はｽｸｰﾘﾝｸﾞ修了者とし、

免除は、取得直後 2 回の検定にのみ有効です。 
 

    【３級】 

免除対象者 提出書類 免除科目・試験 

３級販売士養成講習会

又は指定の通信教育講

座修了者※ 

３級販売士養成講習会又は通信教育

講座の「修了証明書」 
販売・経営管理 

商業経済検定試験の合

格者 

商業経済検定試験の「合格証書」また

は「合格証明書」（写しでも可） 

マーケティング 

又は 

マーケティング 

販売・経営管理 

    ※養成講習会修了者は予備試験合格者、通信教育講座修了者はｽｸｰﾘﾝｸﾞ修了者とし、 

免除は、取得直後 2 回の検定にのみ有効です。 



＜窓口受付＞ 

 （１）所定の「受験申込書」（窓口及びホームページよりダウンロード可能）に受験者本人

の自筆でご記入いただき、受験料を添えて松阪商工会議所までお申込み下さい。 

 （２）電話による申込みはできません。 

 

＜インターネット受付＞（個人申込のみ） 

（１） 当所ホームページのトップページ左部分の専用バナーよりアクセスしてください。  

（２） 受験料のお支払方法にはクレジット決済、コンビニ、ペイジー決済のいずれかを選

択できます。 

    ※コンビニ、ペイジー決済の場合は、期日までに料金支払が必要となります。 

（３） 申込期間終了後に受験当日に必要な受験票が届きます。 

     ※インターネット申込から受験（結果）までについての詳細は当所ホームページ

をご覧下さい。(http://www.m-cci.or.jp/) 

※受験料は、試験施行中止以外お返しいたしません。 

※団体申込は窓口受付となります。 

 

合格の判定 

  5 科目とも 100 点を満点とし、(1)全科目の平均点が 70 点以上、(2)50 点未満の科目

がないこと、以上 2 つの条件を満たした場合、合格となります。 

   

合格発表など 

＜個人申込者・団体申込者共通＞ 

（１）合格発表日より１週間、商工会議所ロビー掲示板に合格者の受験番号を掲示いたし

ます。 

（２）合格発表日より商工会議所ホームページに合格者の受験番号を掲載いたします。

（http://www.m-cci.or.jp/） 

（３）希望者には、合格発表日以後、商工会議所窓口にて試験結果（点数及び合否）を申し

上げます。（本人確認のため、身分証明書の提示要） 

＜個人申込者＞ 

（１）窓口でお申込みの１級受験者には、合格発表日に商工会議所より試験結果（点数及

び合否）を発送いたします。 

（２）窓口でお申込みの２級、３級受験の希望者には、合格発表日に商工会議所より試験

結果（点数及び合否）を発送いたします。 

（受験級ごとに送料 220 円（税込）） 

   ※試験欠席者には結果発送はいたしませんが、代金のお戻しはいたしません。 

（３）インターネットでお申込みの受験者は、インターネットから点数を確認いただけま

す。（無料） 

（４）合格証書は合格発表日から約１ヶ月後に受験票と引き換えにお渡しさせていただき

ます。保管期間は試験日から１年ですので、期間内に商工会議所にお越し下さい。 

   インターネットでお申込された方の合格証書は郵送いたします。 

 ＜団体申込者＞ 

 （１）試験結果（点数及び合否）・合格証書を団体申込責任者に発送いたします。 

 

試験当日の持参物 

試験当日は受験票・身分証明書・黒鉛筆（HB または B）・消しゴム・計算用具を必ず持参

して下さい。 

  ※１）身分証明書は、原則として、氏名、生年月日、顔写真のいずれも確認できる「運

転免許証」「ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ」「社員証」「学生証」などをご用意下さい。（身分証明書を

お持ちでない方は、松阪商工会議所へご相談下さい。） 

   ２）試験当日に身分証明書を忘れた場合は、試験終了後 3 日以内（試験日を 1 日と

する）に松阪商工会議所へ身分証明書を郵送または持参して下さい。（郵送の場

合、書類到着が確認できる方法にて 3 日以内必着・コピー可） 3 日以内に提

出していただけない場合は、欠席扱いとなります。 

http://www.m-cci.or.jp/
http://www.m-cci.or.jp/


試験科目・試験時間・合格基準 
 

級 試 験 科 目 試験時間 合格基準 

１級  筆 記  計２００分 筆記試験におい

て、平均 70 点

以上で、1 科目

ごとの得点が

50 点以上であ

ること。 

 ①小売業の類型 ４０分 

 ②マーチャンダイジング ４０分 

 ③ストアオペレーション ４０分 

 ④マーケティング ４０分 

 ⑤販売・経営管理 ４０分 

2 級 マークシート 計１５0 分 
筆記試験におい

て、平均 70 点

以上で、1 科目

ごとの得点が

50 点以上であ

ること。 

 ①小売業の類型 ３０分 

 ②マーチャンダイジング ３０分 

 ③ストアオペレーション ３０分 

 ④マーケティング ３０分 

 ⑤販売・経営管理 ３０分 

３級 マークシート 計１００分 筆記試験におい

て、平均 70 点

以上で、1 科目

ごとの得点が

50 点以上であ

ること。 

 ①小売業の類型 ２０分 

 ②マーチャンダイジング ２０分 

 ③ストアオペレーション ２０分 

 ④マーケティング ２０分 

 ⑤販売・経営管理 ２０分 

 
◆各級の試験問題数（内訳）・試験開始時刻（試験時間）は以下の通りです。 

級 試験問題数 試験開始時刻（試験時間） 

 

１級 

1科目当たり６題 

[内訳] 

客観式問題  3点×5問×2題 

客観式問題  2点×5問×2題 

記述式問題 25点×2題  

 

前半： ９時３０分 

   （40分×3科目） 

後半：１３時００分 

   （40分×2科目） 

［途中、休憩あり］ 

 

２級 

1科目当たり７題 

[内訳] 

客観式問題  3点×5問×6題 

客観式問題  2点×5問×1題 

 

前半：１３時００分 

   （30分×2科目） 

後半：１４時４０分 

   （30分×3科目） 

［途中、休憩あり］ 

 

３級 

1科目当たり７題 

[内訳] 

客観式問題  3点×5問×6題 

客観式問題  2点×5問×1題 

 

９時３０分 

  

  （20分×5科目） 

 


