
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  個 人 申 込 】 

１. 窓 口 申 込 
窓口申込期間内に、受験料を持って宝塚商工会議所窓口へ直接お越し下さ

い。但し、受付期間中であっても、定員になり次第締め切らせていただく場合

があります。試験日２週間前頃に受験票を送付いたします。試験日 10 日前ま

でに受験票が届かない場合は、宝塚商工会議所までご連絡下さい。 

 

２. ＷＥＢ（インターネット）申込 
 ※別途ＷＥＢ申込手数料５４０円（税込）が必要です。成績通知郵送含 

ＷＥＢ申込期間内に当所ホームページにアクセスし、指示に従って申込内容の

登録を行って下さい。その後、振込期日までに受験料およびＷＥＢ申込手数料

540 円（税込）を指定口座にお振込下さい。（振込手数料は各自負担）但し、受

付期間中であっても、定員になり次第締め切らせていただく場合があります。な

お、受験料・申込手数料の入金が確認されるまで、申込受付は完了致しません

のでご注意下さい。  ※ 宝塚商工会議所ホームページ  （検定）をクリック 

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

＜指定口座＞ 金融機関名 ：尼崎信用金庫 宝塚支店 

口座番号  ：普通預金   ０４４３３２３ 

預金口座名義：宝塚商工会議所（ﾀｶﾗﾂﾞｶｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ） 

振込金額  ：受験料総額＋５４０円（税込申込手数料） 

                ※振込手数料は各自負担 

施行日 
平成 29 年 

 ６月２５日（日） 

平成 29 年 

 １０月２２日（日） 

平成 30 年 

 ２月１１日（日） 

WEB 

申込

期間 

４／２１（金） 

～５／１７（水） 

８／２５（金） 

～９／１３（水） 

１２／１５（金） 

～１２／２２（金） 

受付初日 午前 10 時から 

最終日  午後 3時までの ２４時間受付（土日祝含） 

振込

期日 

５／１７（水） 

午後 3 時まで 

９／１３（水） 

午後 3 時まで 

１２／２２（金） 

午後 3 時まで 

【注意事項】 

①申込登録が完了しましたら、確認メールが自動送信されます。確認メールが

届かない場合は、必ず宝塚商工会議所までご連絡下さい。 

②期日までに入金がない場合には、自動的にキャンセルとなります。当所より振

込の督促・要請等は一切行いません。このことによって受験ができない場合で

も、一切責任を負いません。  

③受験料振込後の申込内容の変更・取消・受験料の返金・次回へお振替等は

出来ません。 

④振込完了メール等の送信は行いませんので、振込金受取書は受験票が届く

まで大切にお持ち下さい。 

⑤試験日２週間前頃に受験票を送付いたします。試験日 10 日前までに受験票

が届かない場合は、宝塚商工会議所までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 団 体 申 込 】 

受付期間中であっても、定員になり次第締め切らせていただく場合があります。

試験日２週間前頃に受験票を送付いたします。試験日 10 日前までに受験票

が届かない場合は、宝塚商工会議所までご連絡下さい。なお、申込・入金が

あって受付完了です。期日までに入金がない場合、自動的にキャンセルとな

りますのでご注意下さい。初めて団体申込を希望される団体は、事前に

ご連絡ください。 

 

１． 申 込 方 法 

下記申込期間内に所定の申込用紙にご記入の上、宝塚商工会議所窓口持

参、または FAX にてお申込下さい。申込用紙は窓口・ホームページからダ

ウンロードできます。⇒ＦＡＸ：０７９７－８４－３６１８（申込期間内必着） 

 

２． 受験料のお支払方法 
下記の期間内に、指定口座にお振込、もしくは窓口（現金）にてお支払

下さい。支払い方法により支払期間が異なります。ご注意下さい。 
 

＜振込＞  ＊各回、最終日午後 3時まで＊ 

施行日 
平成 29 年 

 ６月２５日（日） 

平成 29 年 

 １０月２２日（日） 

平成 30 年 

 ２月１１日（日） 

振込 

期間 
４／２１（金） 

～５／１７（水） 

８／２５（金） 

～９／１３（水） 

１２／１５（金） 

～１２／２２（金） 

＜指定口座＞ 金融機関名 ：尼崎信用金庫 宝塚支店 

口座番号  ：普通預金   ０４４３３２３ 

預金口座名義：宝塚商工会議所（ﾀｶﾗﾂﾞｶｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ） 

振込金額  ：受験料総額 ※振込手数料は各自負担 

 

＜窓口（現金）＞ ⇒窓口（現金）の場合でもできるだけ事前に申込用

紙を FAX してください。 

施行日 
平成 29 年 

 ６月２５日（日） 

平成 29 年 

 １０月２２日（日） 

平成 30 年 

 ２月１１日（日） 

窓口 

支払 

期間 

５／１６（火） 

    ５／１７（水） 

９／１２（火） 

    ９／１３（水） 

１２／２１（木） 

    １２／２２（金） 

土日祝除く、平日９：００～１７：００（但し、12：00～13：00受付不可） 
 

【試験科目】 

 

級 科 目 制限時間 

珠算 1～6 級 みとり算・かけ算・わり算 30 分 

暗算 みとり暗算・かけ暗算・わり暗算 12 分 

段位認定 
みとり算・かけ算・わり算（各 10 分） 

みとり暗算（４分）・かけ暗算・わり暗算（各３分） 

施行日 
平成 29 年 

 ６月２５日（日） 

平成 29 年 

 １０月２２日（日） 

平成 30 年 

 ２月１１日（日） 

受付 

期間 

場所 

５／１６（火） 

    ５／１７（水） 

９／１２（火） 

    ９／１３（水） 

１２／２１（木） 

    １２／２２（金） 

土日祝除く、平日９：００～１７：００ （但し、12：00～13：00 受付不可） 

宝塚商工会議所  宝塚市栄町 2-1-2 ソリオ 2（6Ｆ） 

施行日 
平成 29 年 

 ６月２５日（日） 

平成 29 年 

 １０月２２日（日） 

平成 30 年 

 ２月１１日（日） 

受付 

期間 

４／２１（金） 

～５／１７（水） 

８／２５（金） 

～９／１３（水） 

１２／１５（金） 

～１２／２２（金） 

土日祝除く、平日９：００～１７：００ （但し、12：00～13：00 受付不可） 

 

試 

験 

日 

平成 29 年 

 ６月２５日（日） 

平成 29 年 

 １０月２２日（日） 

平成 30 年 

 ２月１１日（日） 

実 

施 

級 

第 210 回珠算 1～３級 第 211 回珠算 1～３級 第 212 回珠算 1～３級 

-----   珠算 ４～６級 -----   珠算 ４～６級 -----   珠算 ４～６級 

第 66 回 暗算 １～３級 第 67 回 暗算 １～３級 第 68 回 暗算 １～３級 

-----   暗算 ４～6 級 -----   暗算 ４～6 級 -----   暗算 ４～6 級 

第 120 回  段位認定 第 121 回  段位認定 第 122 回  段位認定 

 ＜受験料 ・ 開始時刻＞ 

【珠算】    1級   /  2,300円 

2級   /  1,700円 

3級   /  1,500円 

4～6 級 / 1.000 円 

【暗算】    1～6 級 /  900 円 

【段位】  珠算・暗算  2,900 円 

珠算のみ   2,500 円 

暗算のみ   1,200 円 

９時００分 珠算１級 /珠算３級 

１０時００分 暗算１～６級 

1０時４５分 珠算２級/珠算４～６級 

１１時４５分 段位認定（珠算） 

１２時３０分 段位認定（暗算） 

WEB 申込の場合別途手数料 540 円必要。 

受験者人数等により開始時刻が変更になる場

合もございます。何卒ご了承下さい。 

 

平成２９年度 受験のご案内 珠算能力（そろばん）検定試験  －計算力と暗算力を養う－ 

主催／宝塚商工会議所・日本商工会議所・日本珠算連盟・兵庫県珠算連盟     後援／文部科学省 

 
 

※WEB申込には別途手数料 540 円（税込）かかります。 

※珠算・暗算の下級（4～6 級）は、兵庫県珠算連盟主催 

※試験会場には、待合場所等はありません。混雑緩和に

ご協力ください。 

※29年度受験料改定です。お気を付けください。 

＜試験会場・開始時刻について＞ 

※主催者の都合により試験会場および開始時刻が変更に

なる場合もあります。予めご了承の上お申込下さい。受

験票にてお知らせいたします。 試験会場への入室は原

則15分前からとなります。複数受験する場合に生じる待

ち時間についても原則控室はありませんので、あらかじ

めご了承下さい。  
 

試験

会場 

宝塚市栄町 2-1-2 ソリオ 2 

（6F） 宝塚商工会議所 （5F） 阪神シニアカレッジ 

（JR・阪急電鉄 「宝塚」駅下車、徒歩 3 分） 
受験 

資格 
年齢・国籍・性別・学歴等の制限はありません。 

 

必ず、お読みください！ 

H２９ 

改定 

　http:/www.takarazuka-cci.or.jp/


【合格基準】 

 

＊段位認定試験合格基準表＊ 

 

【合格発表】 

 

【合格証書交付】 
 

各回の合格証書は下記の日から 1 ヶ月間、宝塚商工会議所（ソリオ 2・6Ｆ）にて

平日の 9 時～17 時の間に、受験票と引換で交付します（無料）。なお、1 ヶ月を

経過すると合格証書を破棄する場合もございます。予めご了承下さい。（団体で

お申込の方は、団体にお渡しします。） 

施行日 
平成 29 年 

 ６月２５日（日） 

平成 29 年 

 １０月２２日（日） 

平成 30 年 

 ２月１１日（日） 

交付日 ８／２（水） １１／２９（水） ３／２２（木） 

※ 合格証書の氏名は、コンピューター処理で印刷するため、ＪＩＳ第 2 水準の

範囲で記載します。予めご了承下さい 

＜合格プレート＞  珠算 1～6 級の合格者のうち、希望される方には有料にて

合格プレート（シール）を販売します。 

 

【当日持参するもの】】 

 

【試験結果について】 
 

①個人窓口申込で、成績（得点）表の希望者は、当所窓口に来館し、受験票も

しくは本人確認書類を提示してください。Web申込の方には、成績表を郵送し

ます。団体での申込の方は、団体に成績等をお知らせし、個別対応しません。

郵送・電話・FAX等による合否・成績のお問合せはお断りします。 

②試験問題の内容に関する質問にはお答えできません。  

③合否の判定に関する異議は一切認めません。 

④答案・解答はいかなる場合でも返却・公表しません。 

 

検定試験に関するお問合せ 

 

宝塚商工会議所 

665-0845 

宝塚市栄町 2-1-2 ソリオ 2（6F） 

TEL 0797-83-2211 

 

【受験上の連絡・注意事項】 
①試験時間に遅れると受験できません。 

②試験会場では試験委員の指示に従って下さい。試験委員の指示に従わない

場合は退場を命じることがあります。 

③試験会場への入室は混乱を防ぐため試験開始１５分前からです。 

④試験中に不正行為があったと認められる場合は合格を取り消し、以後の受験

はできません。 

⑤計算開始の合図があるまでは、文鎮・下敷きなどを用いて、計算の準備をしな

いこと。 

⑥計算開始の合図があるまでは、問題を開かないこと。 

⑦アラーム時計を使用するときは、音を出さないようにすること。 

⑧受験票を紛失したり、忘れたりした場合は、試験当日、試験開始前に再交付

を受けて受験すること。 

⑨携帯電話の電源は完全に切れるようにしておくこと。 

⑩試験会場専用の駐車場はありません。電車・バス等公共交通機関をご利用下

さい。 

⑪団体申込者は、検定試験に係る申込・受験票交付・合格発表・合格証書交付

などの事務手続きに必要な申込者本人の個人情報を、当該団体が取扱うことを

予め同意したものとみなします。 

＜受験者を引率される保護者・珠算教室の先生方へ＞ 

試験当日は混雑が予想されます。建物（ソリオ 2）の他の利用者の迷惑となります

ので、受験者以外の方は建物に入らないよう、ご協力をお願いします。待合室は

ご用意できませんので、予めご了承下さい。 

＜個人情報の取り扱いについて＞ 

受験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・合格証明書の発行及び

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。 

 ＜1～3 級答案記入上の注意＞  

(1) 答は、定められた欄の中に、はっきりと書くこと。 

(2) 答の 1の位又は円の位以上には、3 位ごとにコンマ「，」を付けること。 

(3) 無名数の答は、次の例のように書くこと。 

  （例） 0.25 1,427.39 2,905,406  

(4) 端数処理をした無名数の答は、次の例のように書くこと。 

  （例）小数第 3位未満の端数を四捨五入したとき。 

    そろばん面      答 

    0.4595 ………0.460  0.46 

    5.2004 ………5.200 5.2（5.20 とは書かないこと。）  

(5) 端数処理をしなかった無名数の答は、次の例のように書くこと。 

    そろばん面 

    0.45 ………0.45 .45（0.450又は.450 とは書かないこと。） 

    5.2…………5.2（5.20 又は 5.200 とは書かないこと。）  

(6) 名数の答は、次の例のように書くこと。  

  （例） ￥9,528 ￥9,528. ￥9,528- 9,528 

  （￥9,528.0 ￥9,528￥ ￥9,528円 9,528￥のような書き方はしないこと。）  

  〔注〕 答の頭には、円の記号（￥）を付けるのが原則であるが、付けなくても

よい。  

(7) 答を縦に書いたり、二段に書いたりしないこと。 

(8) 答を書き直す場合は、その答の全部を横線で消して書き直すこと。 

(9) 答を書き直す場合は、定められた欄の中に書けないときには、欄外に書い

て、答の頭にその問題の番号を○又は（ ）で囲むか、その欄又はその問題と

矢印で結んで書くようにすること。 

(10) 答を二つ以上書いたり、同じ数字やコンマ、小数点でも二重に書いたり、な

ぞったりしないこと。 

(11) コンマや小数点は、数字の間に書き、数字に触れたり、数字に重ならない

ようにすること。 

 ＜4～6 級答案記入上の注意＞  

(1) 答は、定められた欄の中に、はっきりと書くこと。 

(2) 答の 1の位又は円の位以上には、3位ごとにコンマ「，」を付けること、が原則

であるが付けなくてもよい。 

(3) 名数の答の頭には、円の記号（￥)を付けるのが原則であるが、付けなくても

よい。 

(4) 答を縦に書いたり、二段に書いたりしないこと。 

(5) 答を書き直す場合は、その答の全部を横線で消して書き直すこと。 

  （例） 123,456 

      123,456  

(6) 答を書き直す場合は、定められた欄の中に書けないときには、欄外に書い

て、答の頭にその問題の番号を○又は（ ）で囲むか、その欄又はその問題と

矢印で結んで書くようにすること。 

(7) 答を二つ以上書いたりしないこと。 

 

多くの受験申込が見込まれます。規制入退場・経

路指定等させていただきますので、何卒ご協力よ

ろしくお願い申し上げます。 

級 合 格 基 準 

珠算 1～3 級 合計 240点以上 
300点満点 種目毎最低

点はもうけな

い 

珠算 4～6 級 合計 210点以上 

暗 算 合計 400点以上 500点満点 

種目 

問

題

数 

得

点

１

題 

準

初

段 

初

段 

準

弐

段 

弐

段 

準

参

段 

参

段 

四

段 

五

段 

六

段 

七

段 

八

段 

九

段 

十

段 

かけ算 60 5 90 100 110 120 130 140 160 180 200 220 240 260 290 

わり算 60 5 90 100 110 120 130 140 160 180 200 220 240 260 290 

みとり

算 
30 10 90 100 110 120 130 140 160 180 200 220 240 260 290 

かけ 

暗算 
60 5 90 100 110 120 130 140 160 180 200 220 240 260 290 

わり 

暗算 
60 5 90 100 110 120 130 140 160 180 200 220 240 260 290 

みとり

暗算 
30 10 90 100 110 120 130 140 160 180 200 220 240 260 290 

施行日 
平成 29 年 

 ６月２５日（日） 

平成 29 年 

 １０月２２日（日） 

平成 30 年 

 ２月１１日（日） 

合格

発表 
７／３（月） １０／３０（月） ２／１９（月） 

☆発表時間 ：各発表日とも、午前 10 時より掲示 

☆発表場所 ：宝塚商工会議所 エレベーターホール 

ホームページ http://www.takarazuka-cci.or.jp 

   合格者の番号のみを発表日から約 1 ヶ月間掲載します 

受験票・そろばん・筆記用具・本人確認書類（小学生以下は除く） 
 

以上のものを忘れると、受験できない場合がございます。 

必ずご持参下さい。 

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

