
財団法人　全国商業高等学校協会のホームページら抜粋（平成２０年６月２７日調査）
※詳細につきましては、各大学に必ず問合せまたは入試要綱でご確認ください。

資格名 コード 都道府県 種別 大学名 学部（学科） 備考

日商簿記3級 01 北海道 私 札幌大学 経営(経営)・法(法)・文化(文化)
日商簿記4級 01 北海道 私 札幌学院大学 経済(経済)・人文(人間科学・英語英米文学・臨床心理・こども発達)
日商簿記3級 01 北海道 私 函館大学 商(英語国際ビジネス・商)
日商簿記4級 01 北海道 私 道都大学 経営(経営)・社会福祉(社会福祉)・美術(デザイン・建築) 級指定なし
日商PC（文書）3級 01 北海道 私 札幌学院大学 経済(経済)・人文(人間科学・英語英米文学・臨床心理・こども発達)
日商PC（文書）3級 01 北海道 私 函館大学 商(英語国際ビジネス・商)
販売士3級 01 北海道 私 札幌大学 経営(経営)・法(法)・文化(文化)
販売士3級 01 北海道 私 函館大学 商(英語国際ビジネス・商)
日商簿記3級 02 青森 私 八戸大学 ビジネス・人間健康
日商簿記2級 04 宮城 私 東北学院大学 経済(経営)
日商簿記2級 07 福島 国 福島大学 人文社会学群(経済経営学類)
日商簿記3級 08 新潟 私 長岡大学 経済経営(環境経済・人間経営)
日商簿記3級 08 新潟 私 新潟経営大学 経営情報(経営情報)
ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語3級 08 新潟 私 新潟経営大学 経営情報(経営情報)
販売士3級 08 新潟 私 新潟経営大学 経営情報(経営情報)
日商PC（ﾃﾞｰﾀ）3級 08 新潟 私 新潟経営大学 経営情報(経営情報)
日商簿記4級 09 富山 私 富山大学 経済(経済・経営・経営法) 簿記に関する資格(級指定なし)
日商簿記2級 11 長野 私 信州大学 経済(経済)
日商簿記1級 11 長野 私 信州大学 経済(経済)
日商簿記2級 13 栃木 私 白鴎大学 経営(経営)
日商簿記2級 14 群馬 私 共愛学園前橋国際大学国際社会(国際社会)
日商簿記2級 15 埼玉 私 東京国際大学 商(商・会計・情報システム)
日商簿記2級 15 埼玉 私 駿河台大学 法律・経済・文化情報・現代文化
日商簿記3級 15 埼玉 私 埼玉学園大学 経営(経営・会計)
販売士2級 15 埼玉 私 東京国際大学 商(商・会計・情報システム)
日商簿記2級 16 千葉 私 千葉商科大学 商経(商・経済・経営)
日商簿記3級 16 千葉 私 千葉商科大学 政策情報(政策情報)
日商簿記4級 16 千葉 私 東京情報大学 総合情報(情報ビジネス・環境情報・情報システム・情報文化) 級指定なし
日商簿記2級 16 千葉 私 中央学院大学 商(商)
日商簿記3級 16 千葉 私 淑徳大学 国際コミュニケーション(経営コミュニケーション)
日商簿記2級 16 千葉 私 愛国学園大学 人間文化(人間文化)
販売士3級 16 千葉 私 東京情報大学 総合情報(情報ビジネス・環境情報・情報システム・情報文化) 級指定なし
日商簿記2級 17 東京 私 日本大学 経済(産業経営)
日商簿記1級 17 東京 私 日本大学 経済(国際コース除)
日商簿記2級 17 東京 私 日本大学 商(商業・経営・会計)
日商簿記1級 17 東京 私 日本大学 商(商業・経営・会計)
日商簿記2級 17 東京 私 駒澤大学 経済(経済・商)
日商簿記2級 17 東京 私 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ(グローバル・メディア)
日商簿記2級 17 東京 私 創価大学 経営(経営)
日商簿記3級 17 東京 私 高千穂大学 商(商)・経営(経営)
日商簿記1級 17 東京 私 中央大学 商(経営・会計・商業・貿易・金融) 60点以上
日商簿記2級 17 東京 私 中央大学 経済



資格名 コード 都道府県 種別 大学名 学部（学科） 備考

日商簿記2級 17 東京 私 東京経済大学
経済(経済・国際経済)・経営(経営・流通マーケティング)・
コミュニケーション(コミュニケーション)・現代法(現代法)

日商簿記2級 17 東京 私 武蔵大学 経済(経営)
日商簿記2級 17 東京 私 武蔵大学 経済(金融)
日商簿記1級 17 東京 国 一橋大学 商学部(経営・商)
日商簿記3級 17 東京 私 目白大学 経営(経営)
日商簿記2級 17 東京 私 亜細亜大学 経営(経営)・経済(経済)・法(法律)・国際関係(国際関係)

ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語3級 17 東京 私 東京経済大学
経済(経済・国際経済)・経営(経営・流通マーケティング)・
コミュニケーション(コミュニケーション)・現代法(現代法)

販売士3級 17 東京 私 高千穂大学 商(商)・経営(経営)

販売士2級 17 東京 私 東京経済大学
経済(経済・国際経済)・経営(経営・流通マーケティング)・
コミュニケーション(コミュニケーション)・現代法(現代法)

日商簿記2級 18 神奈川 私 文教大学 情報(経営情報)
日商簿記2級 18 神奈川 私 神奈川大学 経営(国際経営)
日商簿記2級 18 神奈川 私 関東学院大学 経済(経済・経営)
日商PC（ﾃﾞｰﾀ）3級 18 神奈川 私 関東学院大学 人間環境(現代コミュニケ―ション) 実技日商ＰＣ3級程度
日商簿記2級 20 静岡 私 日本大学 国際関係(国際ビジネス情報)
日商簿記2級 20 静岡 私 静岡産業大学 経営(経営・スポーツ経営)・情報(情報デザイン・国際情報)
日商簿記2級 22 愛知 私 中京大学 経済(経済)・経営(経営)
日商簿記2級 22 愛知 私 中京大学 法(法律)
日商簿記2級 22 愛知 私 中京大学 総合政策(総合政策)
日商簿記1級 22 愛知 私 愛知大学 経営(経営・会計ファイナンス）
日商簿記1級 22 愛知 私 愛知大学 経済(経済)
日商簿記2級 22 愛知 私 愛知大学 経営(経営・会計ファイナンス)
日商簿記2級 22 愛知 私 愛知大学 経済(経済)
日商簿記4級 22 愛知 私 名古屋経済大学 経済・経営・法・人間生活科学(教育保育) 級指定なし
日商簿記2級 22 愛知 私 名古屋商科大学 経営・マーケティング・経済・会計ファイナンス・外国語
日商簿記2級 22 愛知 私 名古屋商科大学 経営・マーケティング・経済・会計ファイナンス
日商簿記2級 22 愛知 私 名古屋産業大学 環境情報ビジネス(環境情報ビジネス)
日商簿記3級 22 愛知 私 東海学園大学 経営(経営)・人文(人文・発達教育)・人間健康(人間健康・管理栄養)
日商PC（文書）3級 22 愛知 私 東海学園大学 経営(経営)・人文(人文・発達教育)・人間健康(人間健康・管理栄養)
珠算 22 愛知 私 東海学園大学 経営(経営)・人文(人文・発達教育)・人間健康(人間健康・管理栄養) 珠算3級
販売士2級 22 愛知 私 中京大学 総合政策(総合政策)
販売士2級 22 愛知 私 名古屋商科大学 経営・マーケティング・経済・会計ファイナンス・外国語
販売士2級 22 愛知 私 名古屋商科大学 経営・マーケティング・経済・会計ファイナンス
販売士3級 22 愛知 私 東海学園大学 経営(経営)・人文(人文・発達教育)・人間健康(人間健康・管理栄養)
日商簿記2級 25 滋賀 国 滋賀大学 経済(経済・ファイナンス・企業経営・会計情報・情報管理・社会システム)

日商簿記2級 26 京都 私 京都産業大学
経済(経済)・経営(経営・ソーシャルマネジメント・会計ファイナンス)
法(法・法政策)・外国語(英米・独・仏・中・言語・国際関係)

日商簿記2級 26 京都 私 京都産業大学 文化(国際文化)

ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語3級 26 京都 私 京都産業大学
経済(経済)・経営(経営・ソーシャルマネジメント・会計ファイナンス)
法(法・法政策)・外国語(英米・独・仏・中・言語・国際関係)

ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語3級 26 京都 私 京都産業大学 外国語(英米・独・仏・中・言語・国際関係)
ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語3級 26 京都 私 京都産業大学 文化(国際文化)
日商簿記2級 27 大阪 公 大阪市立大学 商(商)



資格名 コード 都道府県 種別 大学名 学部（学科） 備考

日商簿記2級 28 兵庫 私 甲南大学 経営
日商簿記3級 33 岡山 私 岡山商科大学 経営(経営・商)・法(法)・経済(経済)
日商簿記2級 34 広島 公 尾道大学 経済情報(経済情報)
日商簿記2級 34 広島 私 広島経済大学 経済(経済・経営・国際地域経済・ビジネス情報・メディアビジネス)
日商簿記1級 34 広島 私 広島経済大学 経済(経済・経営・国際地域経済・ビジネス情報・メディアビジネス)
日商簿記2級 35 山口 国 山口大学 経済(経済・経営・国際経済・経済法・観光政策・商業教員養成課程)
日商簿記3級 36 徳島 私 四国大学 経営情報(経営情報・情報ビジネス)
日商簿記3級 36 徳島 私 四国大学 生活科学(生活科学)
ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語3級 36 徳島 私 四国大学 経営情報(経営情報・情報ビジネス)
ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語3級 36 徳島 私 四国大学 生活科学(生活科学)
ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語3級 36 徳島 私 四国大学 文(国際文化)
珠算 36 徳島 私 四国大学 経営情報(経営情報・情報ビジネス) 珠算3級
販売士3級 36 徳島 私 四国大学 経営情報(経営情報・情報ビジネス)
珠算 36 徳島 私 四国大学 生活科学(生活科学) 珠算3級
販売士3級 36 徳島 私 四国大学 生活科学(生活科学)
日商PC（ﾃﾞｰﾀ）3級 36 徳島 私 四国大学 経営情報(経営情報・情報ビジネス)
日商PC（ﾃﾞｰﾀ）3級 36 徳島 私 四国大学 生活科学(生活科学)
日商簿記2級 37 香川 私 高松大学 経営(経営)
ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語2級 37 香川 私 高松大学 経営(経営)
日商PC（文書）2級 37 香川 私 高松大学 経営(経営)
日商簿記2級 38 愛媛 私 松山大学 経済(経済)・経営(経営)
日商簿記1級 38 愛媛 私 松山大学 経済(経済)・経営(経営)
ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語2級 38 愛媛 私 松山大学 経済(経済)・経営(経営)・人文(英語英米文)
珠算 38 愛媛 私 松山大学 経済(経済)・経営(経営) 珠算1級
日商簿記3級 40 福岡 私 福岡大学 商(商・経営・貿易)
日商簿記2級 40 福岡 私 九州産業大学 経済(経済)・商(商・観光産業)・経営(国際経営・産業経営)・商二部(商)
日商PC（文書）2級 40 福岡 私 福岡大学 商(商・経営・貿易)
珠算 40 福岡 私 福岡大学 商(商・経営・貿易) 珠算2級
珠算 40 福岡 私 九州国際大学 法(法律)・経済(経済・経営)・国際関係(国際関係) 珠算2級
珠算 40 福岡 私 九州産業大学 経済(経済)・商(商・観光産業)・経営(国際経営・産業経営)・商二部(商珠算1級
販売士3級 40 福岡 私 福岡大学 商(商・経営・貿易)
販売士3級 40 福岡 私 九州産業大学 経済(経済)・商(商・観光産業)・経営(国際経営・産業経営)・商二部
日商簿記2級 42 長崎 公 長崎県立大学 経済(経済・地域政策・流通経営)
日商簿記2級 47 沖縄 私 沖縄大学 法経(法経)・人文(国際コミュニケーション・福祉文化・こども文化)
日商PC（文書）2級 47 沖縄 私 沖縄大学 法経(法経)・人文(国際コミュニケーション・福祉文化・こども文化)


