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INFORMATION
商工会議所検定試験　2021年度検定試験のお知らせ①

上記検定の詳細やその他の検定に関する情報は、お問合せいただくかウェブサイトをご覧ください。
前橋商工会議所　Tel. 027-234-5111　http://www.maebashi-cci.or.jp/examination/

①統一試験
　ペーパーで下記記載の全国統一試験日に施行いたします。

試験回 試験日 実施級 受験料（税込）

第158回 2021年 ６月13日（日） １〜３級 1級 7,850円

第159回 2021年11月21日（日） １〜３級 2級 4,720円

第160回 2022年 ２月27日（日） ２〜３級 3級 2,850円

　※ 各回の受付期間等の詳細は決まり次第、前橋商工会議所HPに掲載いたします。

②ネット試験（２・３級のみ）
　ネット試験会場で、パソコンを使用し随時施行いたします。
　※申込を希望される方は簿記CBT/PBT試験申込ページ
　 （https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html）より

お申込みください。

リテールマーケティング（販売士）検定試験
　流通業界で唯一の公的資格です。販売・接客技術、在庫管理、マーケティング、労務・経営管理などの知識の獲得に役立ちます。
　2021年度より、１級〜３級すべてを「ネット試験方式」で随時施行することとなりました。なお、受験料、試験科目、合格基準は
変更ございませんが、試験時間（５科目合計）が、１級90分（現行200分）、２級70分（同150分）、３級60分（同100分）となります。
　ネット試験方式への変更に伴う試験の概要、科目免除・科目合格制度の取扱い等詳細については、決定次第、当所ＨＰでご案内い
たします。

日商検定

ネット試験会場にて受験いただく「ネット試験」

簿記検定試験
　簿記は日々の取引を数字というデータに置き換えて整理・理解する力を身につけることができます。経理担当の方はもちろん、営業の方
にも必須の内容です。2021年度より日商簿記検定は①統一試験②ネット試験③出前試験の３つの施行方法にてご受験いただけます。

◦日商ＰＣ検定試験

◦日商簿記初級

◦日商原価計算初級

◦電子会計実務検定試験

◦日商ビジネス英語検定試験

◦ビジネスキーボード認定試験

◦キータッチ2000テスト

◦日商プログラミング検定試験

■詳細、お申し込みはコチラから

https://www.kentei.
ne.jp/construction

③出前試験（２・３級のみ）　2021年７月より開始（予定）

　実施を希望する企業・学校等団体を対象に、ペーパーで随時施行いたします。※申込を希望される団体は前橋商工会議所までご連絡ください。

　※施行方法①②③ともに2級、3級については試験時間が変わります。

　　2級90分（現行120分）3級60分（現行120分）

　　1級は現行と同じです。前半90分・後半90分

　※申込み方法等詳細が決定いたしましたらお知らせいたします。
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商工会議所検定試験　2021年度検定試験のお知らせ②

東京商工会議所の検定試験（東商検定）は 2021年度からIBT（インターネット経由での試験）に変わります
東商検定IBTの３つのポイント 

１ 受験日時が選べる！
・ 平日や業務時間内に受験できます 
（土日・祝休日も受験可）

・社員に受験を勧めやすくなります

３ 自宅や会社で受験できる！
・時間を効率的に使えます 
・受験に向けた学習に集中できます
・ 「３密」を回避できます

▼対象 
・カラーコーディネーター検定試験 アドバンスクラス、スタンダー
ドクラス ・ビジネス実務法務検定試験 ２・３級 ・福祉住環境コーデ
ィネーター検定試験 ２・３級 ・BATIC（国際会計検定） ・環境社会検
定試験（ｅｃｏ検定） ・ビジネスマネジャー検定試験 
※上記対象の検定は、事前申込制（日時指定）です。 
各検定１年に２シーズン受験期間を設けます（おおよそ６月〜７月、
11月〜12月・検定ごとに異なります）。 また、受験は各検定・各級
につき１シーズン１回限りです。 ※ビジネス実務法務検定試験 １級、
福祉住環境コーディネーター検定試験 １級については、 2021年度は
これまでどおり会場集合型の紙試験で実施いたします（2022年度よ
りIBTに移行予定）。

▼試験方式
　IBT（Internet Based Test・インターネット経由での試験） 受験者
ご本人のコンピュータでご受験いただく試験になります。
▼使用機器（受験者ご本人にご準備いただきます）
　・インターネットに接続されたコンピュータ（PC） ・コンピュータ
の内部カメラまたはwebカメラ ・コンピュータの内部または外部の
マイク ・コンピュータの内部または外部のスピーカー 
▼受験環境（受験できる場所）
　プライバシーが配慮され受験に適した環境であれば、どこでも可（公
共スペースは不可）

 東京商工会議所 検定センター
 Tel. 03-3989-0777（土日・祝休日・年末年始を除く10:00〜18:00） https://www.kentei.org 

東商検定IBT概要

INFORMATION

日　時 　３月19日（金）　16:00〜17:30
会　場 　前橋商工会議所　２階　『サクラ』
講　師 　㈱バニッシュ・スタンダード　

　　　　　CEO/代表取締役　小野里　寧晃　氏
受講料 　無料
定　員 　☆会場　100名（先着順、定員に達し次第締切ります）

　　　　　☆オンライン　140名（使用アプリ：Google meets予定）

　　　　　※ Google meetsアドレスは、後日、申込書メール
アドレスにご送信いたします。

お問合せ 　前橋商工会議所　産業振興課　Tel. 027-234-5111

売れない時代に売る極意と挑戦！
～ルールに縛られない 自由な精神・思
想こそ、最高の力。～

　コロナ禍で苦境に立つアパレル業界（小売業）で
急成長を遂げている同社。「日経スペシャル カン
ブリア宮殿（TV-TOKYO）」を始め、各種マスメデ
ィアで紹介されるなど、注目を集めている同社の
販売手法は、ショップ店員の接客力を最大限に活
かしつつ、リアル店舗とEC販売の垣根をなくし
た新しいアプリケーションサービスを確立し業界に革命を起こし
ている。
　「ポストコロナ」時代に向け、新しい販売スタイルの極意につい
てお話し頂きますので、是非、ご参加ください。

　群馬働き方改革推進支援センターでは、「働き方改革」に関する
無料相談会を開催いたします。相談には群馬働き方改革推進支援
センターに登録した社会保険労務士がお答えします。

令和２年度働き方改革無料相談会開催

日　時 　３月10日（水）、３月24日（水）　13:30〜15:30
会　場 　前橋商工会議所　相談室（前橋市日吉町1-8-1）

相談事例 　・働き方改革の取り組み内容
 ・人手不足解消に必要な対策
 ・働き方改革に利用できる助成金
 ・生産性・賃金向上、長時間労働是正の取り組み方
 ・同一労働同一賃金の実現方法　等
お問合せ 　群馬働き方改革推進支援センター
　　　　　 前橋市元総社町528-9　Tel. 0120-486-450
　　　　　 前橋商工会議所　経営支援課　
　　　　　 Tel. 027-234-5115
※ 予約制ではありませんが、ご予約いただくことも可能ですので、お気

軽にご利用ください。なお、先客がある場合はお待ちいただくことが
あります。

２ 即時採点ですぐに合否が分かる！ 
・次のステップアップにすぐに取り組めます
・モチベーションが維持しやすくなります

東商検定

※詳細が決定いたしましたらお知らせいたします。
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INFORMATION

　前橋商工会議所では会報への広告チラシ同封サービスを行っ
ています。
　単独のDMよりも低コストで、しかも事業者へのアプローチ
という点で、効率のよいPR効果が期待できます。
■概要
　・同封できるサイズは、原則A4サイズの１枚となります。
　　※サイズ・折り等により金額が変わります。
　・利用者は前橋商工会議所会員企業のみです。
　　※ 関係法規に違反するもの又はその恐れがあるものや公序

良俗に反するもの等については、お受け致しかねます。
　・ 原則A4としておりますが、サイズについてはお問合せく

ださい。
■料金　A４サイズの場合　１枚　 100,000円（税別）
　　　　年６回以上のご利用で１枚　80,000円（税別）
　　　　年12回のご利用で１枚　60,000円（税別）に!!
お申込み  
　所定のお申込書に同封希望月の前々月末の営業日までに必要
事項をご記入のうえ、原稿内容が分かるものを添えて下記担当
窓口にご提出ください。

　前橋商工会議所では2021年度会報「糸都」誌面の広告企業
を募集しております。毎月約7,000部を発行している「糸都」に、
御社の紹介や商品等のPRを掲載してみませんか？

■概要
・広告種類は、サイズ・掲載ページにより、５種類となります。
※サイズにより金額が変わります。
・全広告はフルカラーでの掲載となります。
・前橋商工会議所会員企業以外の企業でも掲載可。
※但し非会員金額となりますのでお問い合せください。
・ 関係法規に違反する広告又はその恐れがあるものや公序良俗

に反するもの等については、掲載をお断りします。
■料金（会員の場合）

広告種類 月額広告料(税別)

①裏表紙
100,000円
半年契約　　95,000円
年間契約　　90,000円

②中全面 80,000円
半年契約　　76,000円
年間契約　　72,000円　横180×縦267㎜

③中半面
40,000円

　横180×縦129㎜

④中４段
20,000円

　横180×縦60㎜

⑤中ページ下
20,000円

　横180×縦50㎜

・ 半年契約とは、初回広告掲載月から１年の間に６回以上12
回未満の掲載となります。

・年間契約とは、初回広告掲載から１年間毎月の掲載となります。

お申込み  
　広告掲載をご希望の方は、下記担当窓口にご連絡ください。
お申込用紙等をメールにてご担当者様にお送りいたします。お
申込用紙に、必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにて事
務局までご提出ください。申込受け取り後、事務局より再度ご
連絡させていただきます。
　お申込多数の場合は、ご希望に添えないこともございますの
で、ご了承ください。
お問合せ  
前橋商工会議所 政策課　Tel. 027-234-5113

会報「糸都」への同封サービス
（会員限定）のご案内

2021年度会報「糸都」誌面広告
企業の募集のご案内

お問合せ  
前橋商工会議所 政策課　Tel. 027-234-5113

■手続きの流れ
　（ ）内の日付は５月１日発行の「糸都」に同封を行う場合

前々月20日頃
（３月20日頃）

※申込書と原稿内容
がわかるもの（サンプ
ル等）を利用希望月の
前々月の20日頃（休
日の場合は翌営業日）
までに担当窓口にご
提出ください。

※ 各回ともお申込順とさせていただき、所定の重量制限を超える場合、利用月の希
望に添えない場合もございます。

※同封の順番も順不同とさせていただきますのでご了承ください。

※ご提出いただ
いた内容の確認
を行い、同封の
可否を判断した
うえで、ご連絡
いたします。

※納品締切日は利用希
望月の前月20日頃です

（休日の場合は翌営業
日）。締切日までに納品
が間に合わない場合は
いかなる理由において
も同封ができません。

同封希望月
（５月１日）

前月10日頃
（４月10日頃）

前月20日頃まで
（４月20日頃まで）
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詳細はこちらから▶

私達の作る製品は
　生活の中でよく使われています。

機械・電気製品用部品
農業資材・土木建材
梱包材

旭化成は「発泡スチロールの可能性」を追求しています。　
■本社（営業部）　群馬県前橋市西大室町1257番地3　TEL.027-268-2321（代）  FAX.027-268-0685
■赤堀工場　　　群馬県伊勢崎市野町722　　       　TEL.0270-63-1151（代）  FAX.0270-63-1154 
URL . http://www.asahikasei-kk.co.jp/

旭
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日　時 　３月14日(日)　10:00〜15:30
会　場 　日本キャンパック大室公園　北側　風のわたる丘

　　　　　住所：前橋市西大室町2545
駐車場 　無料駐車場あり

お問合せ 　 前橋ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーツーリズム実行
　　　　　委員会事務局（前橋市観光振興課)
　　　　　Tel. 027-210-2189

【財務省からのお知らせ】令和３
年４月１日より、税込価格の表示

（総額表示）が必要になります。

「ガストロノミーマルシェ」を
開催します！

　令和３年３月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効する
に伴い、同法による価格表示の特例（税抜価格の併記、外税表示）
も終了となります。そのため、令和３年４月１日からは、消費者
に対して商品の販売、サービスの提供等を行う事業者は、「総額表
示（税込み価格の表示）」を行う必要があります。
　事業者が消費者に対して行う価格表示が対象となり、店頭の値
札・棚札などのほか、チラシ・カタログ・広告など、どのような
表示媒体でも、対象となります。
　詳細は財務省HP「消費税の総額表示義務と転嫁対
策に関する資料」ページをご覧ください。

　地域の豊かな食の推進を図るため「ガストロノミーマルシェ」
を開催します。物販販売（いちごなどの農産物をはじめチーズ・野
菜ジュースなど）・キッチンカーの出展もあります。
※販売内容は変更になる場合があります。
※状況によっては中止の場合もあります。

県立前橋産業技術専門校
スキルアップセミナーのご案内

　県立前橋産業技術専門校では、企業にお勤めの皆様のスキルア
ップをはかるための講習を実施しています。

【４月･５月の開催予定コース】
コース名 日　　　時

やさしいテレワーク入門
 （職場のテレワークを考える）

４/21(水)、22(木)
 9:00〜16:30

簿記入門
〜簿記の基礎知識を身につけます〜

5/12(水)、19(水)
 9:00〜16:30

Word&Excelビジネス基礎講習 5/13(木)、20(木)
 9:00〜16:30

基礎からの機械図面の見方 5/18(火)、19(水)
 9:00〜16:30

2D-CAD活用技術(基本編) 5/22(土)、29(土)
 9:00〜16:30

＊応募は先着順で、受講料は１コース１人9,600円です。
＊ 募集締切日や応募方法等については、前橋産業技術専門校のホームページ

をご覧いただくか、お問い合わせください。

お問合せ 　県立前橋産業技術専門校
　　　　　Tel. 027-230-2211（スキルアップセミナー担当）
　　　　　URL https://maetech.ac.jp/

総額表示に該当する価格表示の例
（税込価格10,780円（税率10％）の商品の例

税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を
併せて表示することも可能です。

10,780円（うち税980円） 9,800円（税込10,780円） 等々

JETRO群馬貿易アドバイザーによる
海外展開相談会のご案内

　ジェトロ群馬は、2018年７月に高崎モントレー２Fにオー
プンしましたが、前橋および周辺エリアの企業様にもご利用い
ただけるよう、前橋商工会議所において海外展開相談会を毎月
１回開催しています。
　海外経験の豊富なジェトロのアドバイザーが輸出や海外新進
出にかかる相談や悩み事にお応えいたします。事業主、相手国
等問わずお気軽にご活用ください。

日　時  ３月17日（水）、４月21日（水） 13:00〜17:00
会　場  前橋商工会議所　３階　なでしこ
相談料  無料
担当アドバイザー

ジェトロ群馬貿易情報センター　アドバイザー　天沼　健　氏
 群馬県金型メーカーで、米国、アジア、欧州等世界各国への輸出
業務や海外工場の立ち上げ・運営を経験。
お申込み・お問合せ

前橋商工会議所　経営支援課 
Tel. 027-234-5115　Fax. 027-234-8031

【 〒371-0801  前橋市文京町2-9-19   TEL（027）260-8111  FAX（027）260-8122 】

人事・労務の専門家　信頼できるビジネスパートナー

社会保険労務士法人


