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■日 程  （窓口業務は平日の９時～１７時まで） 

回 級 試験日 インターネット受付 会議所窓口受付 
合格発表 

（ホームページ・当所掲示板） 

合格証書・認定証 
交付期間 

76 3 
平成 27年 

7月 11日（土） 

5月 19日（火）～ 

6月 20日（土） 

6月 17日（水）～ 

6月 19日（金） 

8月 10日（月）～ 

8月 14日（金） 

8 月 24 日（月）～ 

8 月 28 日（金） 

43 2 
平成 27年 

9月 26日（土） 

8月 3日（月）～ 

9月 5日（土） 

9月 2日（水）～ 

9月 4日（金） 

10月 26日（月）～ 

10月 30日（金） 

11 月 9 日（月）～ 

11 月 13 日（金） 

43 1 

平成 28年 

２月１７日（水） 

1月 6日(水)～ 

1月 23日(土) 

1月 20日（水）～ 

1月 22日（金） 

1級：4月 4日（月）

～4月 8日（金） 
4 月 4 日（月）～ 

4 月 8 日（金） 
44 2 2級・3級： 

3月 14日（月）～ 

3月 18日（金） 77 3 

 

■ 各級の基準 

級 制限時間 試験開始 合格基準 程度・能力・人物像 受験料 

1 級 

２００分 

40 分×5科目 

（免除科目により異な

る） 

[途中、休憩あり] 

 

前半：９時３０分 

後半：１３時００分 

平均 70 点以上

で、 

1 科目ごとの得点

が 

50 点以上 

経営に関する高度な知識を身につけ、商品計画からマーケテ

ィング、経営計画の立案や、財務予測等、経営管理について

適切な判断ができる。 

 大規模小売店鋪の店長やスーパーバイザー、経営者など戦

略的に企業経営に関わる人材を目指す。 

 大手の小売業などでは、店長昇格のための条件にしていると

ころもある。 

7,710円 

2 級 

１５０分 

30 分×5 科目 

（免除科目により異なる） 

[途中、休憩あり] 

前半：１３時００分 

後半：１４時４０分 

平均 70 点以

上で、 

１科目ごとの得点

が 

50 点以上 

小売店鋪経営の仕組みを理解し、主として小売業の販

売技術に関する専門的な知識を身につけ、販売促進の

企画ができるとともに、部下の指導・養成ができる。 

 販売部門や売場を包括的に管理する人材を目指す。 

 大手の小売業などでは部課長への昇進試験に活用し

ているところもある。 

5,660 円 

3 級 

１００分 

20 分×5 科目 

（免除科目により異なる） 

９時３０分 

平均 70 点以

上で、 

1 科目ごとの得点

が 

50 点以上 

小売店舗運営の基本的な仕組みを理解し、販売員とし

ての基礎的な知識と技術を身につけている。 

 販売や接客の実務に秀でた人材を目指す。 

 最近では、小売業だけでなく、営業マンの必須知識と

して、社員教育に取り入れている卸売業や製造業など

も増えている。 

4,120 円 

  

●インターネット申込 http://shikaku.yokosukacci.com/ 

●インターネット受付・郵送受付をご利用の方は、合格証書・認定証交付日に、成績票・合格証書・

認定証を登録のご住所に郵送いたします。 

受験時には「身分証明書」をお忘れなく!! 

2級試験が、 

年 2回実施に 

なります！ 

検定試験の名称を、修得できる知識や実務能力をより的確に表すために 

「リテールマーケティング（販売士）検定試験」に変更します。合格者の称号は、「販売士」のままです。 



■試 験 会 場 

横須賀商工会議所会館（横須賀市平成町２－１４－４） 

※交通経路・所要時間などは試験日までに必ず確認をし

ておいてください。 

 

■申込手続きについて 

 郵 送 申 込 

所定の申込書に下記の書類を添えて、窓口申込期限

（必着）横須賀商工会議所（表面参照）宛、必ず現金書留

をご利用の上、送付ください。 

① 申 込 書 

② 受験料＋１，０３０円（郵送受付手数料） 

③ 免除科目のある方はそれを証明するもの。 

・ 郵送事情による不着などの責任は一切負いません。 

・ 試験日の２週間前までに受験票が届かない場合は、

横須賀商工会議所まで連絡をして下さい。 

 

 窓 口 申 込 

受験料を持参し申込期間に 横須賀商工会議所窓口（2F）

へお越しください。 

原則、本人に必要事項をパソコンで入力していただきま

す。★免除科目のある方は、その証明を持参ください。 

 

■ 申込に際しての注意事項 

 「受験申込書」のご記入は、受験者本人の自筆に限りま

す。（申込手続きは代理人でも結構です｡） 

 １級受験者は､裏面に氏名･生年月日を記入した写真を

１枚添付してください｡(最近３ヶ月以内に撮影した上半

身､正面脱帽､縦 3.0㌢×横 2.5㌢のもの) 

  科目免除がある場合は、その証明書を持参下さい。 

科目別合格証明書（１級） 

養成講習会・通信教育講座修了証明書他（２・３級） 

 身体の不自由な方が受験を希望される場合は､特別措

置を講じることもありますので､予めお申し出下さい｡ 

■ 合格発表 

 発表場所は､横須賀商工会議所会館 駐車場入口脇掲

示板に、合格者の受験番号のみ掲示します｡ 

 横須賀商工会議所資格総合サイトに掲載。

http://shikaku.yokosukacci.com/  

 答案の公開・返却はしません。 

 電話による合否についての問い合わせは一切お応え

できません。 

 インターネット、もしくは、郵送受付をご利用の方は、合

格証書・認定証交付日に、成績票・合格証書・認定証を

登録のご住所に郵送いたします。 

 １級受験者につきましては、答案審査を中央審査会に

おいて行いますので、試験終了約２ヵ月後、各受験者

に郵送にて合否通知(合格証書・科目別合格証明書交

付期間記載)をお届けいたします。 

 

■合格証書・認定証カードの交付(無料) 

 合格証書交付期間中、合格者全員へ受験票と引換に

合格証書と販売士認定証（カード型）を横須賀商工会

議所で交付します。 

 氏名は、ＪＩＳ第２水準までの漢字で表記します。 

「髙」「﨑」など、旧漢字・アルファベットでの印字は出来ま

せん。 

 受取は代理人（受験票を持参）でも構いません。 

 インターネット、もしくは、郵送受付をご利用の方は、合

格証書・認定証交付日に、成績票・合格証書・認定証を

登録のご住所に郵送いたします。 

 

■合格章（有料） 

希望者には有料（１級 1,420 円、２・３級 360 円）にて合

格章（バッチ）を交付します。 

■ 合格証明書の発行(有料) 

合格証明書は合格証書の紛失、履歴書への添付書類とし

て、貴方の合格を証明する書類です。合格証明書の申請は、

下記の項目が必要です。 

① 受験級 ②氏名 ③生年月日 ④受験年 ⑤受験商工

会議所（発行手数料） 1通 1,230円 

商工会議所窓口で発行します。 

事前に確認が必要ですので、ご希望の方はご連絡ください。

 試 験 に つ い て  

1. 受験するときに持参するもの 

・受 験 票  紛失したときは再交付を受けて下さい。 

・黒鉛筆(硬度は HB 又は B)および消しゴム  

・電卓、そろばん等の計算用具 

・原則として氏名、生年月日、顔写真のいずれも確認できる身分証明書 

（運転免許証、住民基本台帳カード（写真付き）パスポート、社員証、学生証など） 

※身分証明書をお持ちでない方は、商工会議所にご相談ください。 

2. 試験開始から 30 分間経過しないと途中退出はできません。説明開始後に退室すると再入室できません。（トイレ退室含む） 

3. 認定証等は､合格後５年を経て資格の有効期間を更新する際に必要となりますので大切に保管してください｡ 

また､氏名､自宅住所に変更があった場合は､商工会議所に必ず届け出てください。 (届出のない場合は､資格の管理が

できません)  

 個人情報の取扱について  
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。 



 

リテールマーケティング（販売士）検定試験問題の科目及び内容（２級） 

 

科  目 内 容 制限時間  

小売業の類型 

１．流通と小売業の役割 

２．流通経路政策 

３．組織形態別小売業の運営特性 

４．店舗形態別小売業の運営特性 

５．中小小売業の課題と方向性 

６．商業集積の運営特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーチャンダイジング 

１．マーチャンダイジングの戦略的展開 

２．商品計画の戦略的立案 

３．販売計画の戦略的立案 

４．仕入計画の立案と仕入活動の戦略的展開 

５．販売政策の戦略的展開 

６．販売管理政策の戦略的展開 

７．物流政策の戦略的展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 

 

休     憩  

ストアオペレーション 

１．戦略的ストアオペレーションの展開視点 

２．店舗運営サイクルの実践と管理 

３．戦略的ディスプレイの実施方法 

４．レイバースケジューリングプログラム（ＬＳＰ） 

の役割と仕組み 

５．人的販売の実践と管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーケティング 

１．小売業のマーケティング戦略の考え方 

２．マーケティング戦略の方法 

３．マーケティング・リサーチの実施方法 

４．顧客戦略の実施方法 

５．販売促進の企画と実践 

６．商圏分析の立案と実施方法 

７．出店立地の選定と出店戦略の立案 

８．業態開発の手順と実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売・経営管理 

１．販売管理者の基本業務 

２．販売管理者の法令知識 

３．販売事務管理に求められる経営分析 

４．店舗組織体制と従業員管理 

５．店舗施設の維持管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「販売・経営管理」科目免除者については、後半６０分経過後に退出。 

 

30分 

30分 

30分 

60分 

30分 

90分 

30分 



2 級 

1. 試験は､筆記試験(「小売業の類型」「マーチャンダイジング｣｢ストアオペレーション｣｢マーケティング｣及び｢販売・経営管理｣の

５科目)を行います｡ 

 

2. 筆記試験(全 5 科目)の全科目を受験しないと失格になります｡ただし､次のいずれかに該当する者は､販売・経営管理科目が

免除されます｡ 

 なお､受験を希望する者は販売･経営管理科目を受験しても差し支えありませんが､この場合､免除規定は適用されません｡ 

(1) 販売・経営管理科目が免除される者 

(ア) 前々回の検定試験実施後に所定の 2 級販売士養成講習会を修了し､販売・経営管理科目の予備試験に合格した

者 

(イ) 前々回の検定試験実施後に前記の指定 2級販売士養成通信教育講座（スクーリングを含む）を修了した者 

 

3. 受験申込時において所定の申込書類のほか､別に定める受験料及び販売・経営管理科目免除者はその証明書等を提出し

てください｡ 

 

4. 集合時刻までに試験会場に入場するよう、時間厳守してください。 

 

5. 受験するときに持参するもの 

(1) 受験票 

(2) 黒鉛筆(硬度は HB又は B)及び消しゴム 

(3) そろばん･電卓等の計算用具 

(4) 原則として氏名、生年月日、顔写真のいずれも確認できる身分証明書（運転免許証、旅券（パスポート）、社員証、学

生証）など） 

※ただし小学生以下の方は、必要ありません。 

※身分証明書をお持ちでない方は、受験地の商工会議所等にご相談してください。 

 

6. 試験場では､受験票の番号と同じ番号の席に着いてください｡ 

 

7. 試験場では､すべて試験委員の指示に従ってください｡指示に従わない者あるいは不正行為を行った者は､退場させることが

あります｡ 

 

8. 試験中は勝手な発言をしないでください｡質問があるときは､試験開始前に手を挙げて試験委員に申し出てください｡試験開

始後の質問には応じません｡ 

 

9. 試験開始から 30分間経過しないと退席は認めません｡説明開始後に退室すると再入室できません。（トイレ退室含む） 

 

10. 解答記入上の注意 

(1) 筆記試験全般に共通する注意事項 

  次の注意に反したときは､無効とします｡ 

(ア) マークシート（答案用紙）にマークする際は､HB 又は B の硬度の鉛筆で所定の欄をはっきりと塗りつぶしてください

(HB又は B以外の硬さの鉛筆､ボールペン､万年筆等の筆記用具を使用した場合は､無効となります｡)｡ 

(イ) 答を書き直す場合は､訂正する答を消残しのないよう消しゴムで消して､答をマークし直してください｡ 

(ウ) 一つの設問について､答をすべて同一記号(数字)の選択をした場合は､無効とします｡ 

例えば､すべて 1あるいは 2､又は 1･2･3……などと順に選択した場合は､無効となります｡ 

(エ) 同一の問題について複数の答を選択した場合は､無効となります｡ 

(オ) 免除科目のある方は、免除科目には解答しないでください。免除科目を解答した場合は、採点対象となり、その科

目の免除措置は摘要されませんので注意してください。 

 

11. 合格者として認定を受けた者(以下｢販売士｣という)には､認定証(カード型)､合格証書を交付します｡なお､希望者には有料で

合格章(バッジ)を交付しますので、希望される場合は、受験した商工会議所に申し出てください｡ 

認定証等は､合格後 5年を経て資格の有効期間を更新する際に必要となりますので、大切に保管してください｡ 

また､氏名､自宅住所等連絡先に変更があった場合は､受験した商工会議所または最寄りの商工会議所に必ず届け出てく

ださい(届出のない場合は､資格の管理ができません)｡ 

合格証書を紛失又は破損した場合は､再発行しません｡ 

その場合は､希望により合格証明書を発給しますので､受験した商工会議所または最寄りの商工会議所に申し出てくださ

い｡また、認定証を紛失又は破損した場合は、希望により有料（3,090円（税込））で再発行しますので､申し出てください｡ 


