高齢者住まいアドバイザー検定 受験要項
内閣府認可 一般財団法人 職業技能振興会認定

第8回検定試験 受験要項 その１

1

試験日程
(1) 試験日
(2) 試験時間

2

2020年9月26日（土）
14：00～15：00

試験対策講座
(1) 当日直前対策講座 2020年9月26日（土） 10：00～13：00
※ご受講は任意です。

3
4

申込期間
(1) 願書送付期限

2020年8月31日（月）

(2) 受験料振込期限

2020年8月28日（金）

※当日消印有効

受験料・講習料
(1) 受験料 ： 8,000円 （学生6,000円） ※学生は学生証のコピーが必要です。願書に添付してください。
(2) 当日直前対策講座 ： 9,000円
※尚、一度お振込いただきました受講料・受験料はいかなる理由であっても返金いたしません。

5

試験会場
(1) 東京会場 ：
(2) 大阪会場 ：

6

東京都トラック総合会館 （東京都新宿区四谷3-1-8）
新大阪丸ビル新館 （大阪市東淀川区東中島1-18-27）

受験票・受験案内の発送
(1) 受験願書の到着及び受験料のお振込みが確認できた方へは、受験案内・受験票を郵送いたします。
(2) 受験案内・受験票は9月以降順次発送いたします。
(3) 試験1週間前までに受験票がお手元に届かない方は、事務局までご連絡ください。

7

試験案内
(1) 試験時間 60分
(2) 出題形式 マークシート方式（35問）
(3) 出題範囲 公式テキストの全範囲
(4) 合格基準 出題問題のうち、70%以上の得点を合格基準とします。
（※問題の難易度により補正あり。）

8

合否について
(1) 試験実施の約1ヶ月後に、郵送にて通知します。

第8回検定試験 受験要項 その2

9 受験申込方法
下記の手順をよくお読みいただいた上で、ご受験をお申込みください。
(1) 受験願書の用意
※受験願書に、黒のボールペンを使用し、楷書でわかりやすく必要事項を記入してください。

(2) 写真（縦3cm×横2.4cm）2枚の用意
※写真は2枚必要となります。
１枚：願書提出用：写真貼付け用紙に貼り付けてご提出ください。
2枚：受験票添付用：弊財団からお手元へお送りしました受験票に貼付け、当日ご持参ください。
※写真は写真貼付け用紙にお貼りください。
※写真の裏側には、試験名とご自身のお名前をお書きください。

(3) 受験料振込明細貼付書の用意
※お支払する受験料・受講料を確認の上、指定の口座（下記、参照）に銀行・郵便局・ATM等から
お振込みください。
上記完了後、銀行・郵便局・ATM振り込み用紙の控え等をコピーしてお貼りください。
注意1：受験料は願書提出前に指定の口座へお振込みください。
注意2：ネットバンキングをご利用の方は、振込操作画面を印刷し、控えとしてお貼りください。
注意2：受講料・受験料の返還・次回試験への振替などは一切行っておりません。

振込先：三菱UFJ 銀行 築地支店 普通預金
口座番号：1040785
口座名義：一般財団法人 職業技能振興会
（イッパンザイダンホウジン ショクギョウギノウシンコウカイ）

(4) 必要書類の提出
（1）、（2）、（3）を弊財団までお送りください。
〒151-0051

書類送付先
問い合わせ先

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-6パレ・ジュノ3F
内閣府認可 一般財団法人 職業技能振興会 行
電話 03-3353-9181
メール office@fos.or.jp

10 認定証交付
(1) 試験合格後、認定証の交付には認定登録料として別途2,000円が必要です。
(2) 認定証の交付(認定登録）のご案内は、合格通知に同封いたします。
※ 個人情報の取り扱いについて
認定試験の申し込みに当たり、当財団が知り得た個人情報は、当財団の資格の運営・当財団に関する情報等の提供を行う範囲で取り扱います。
上記の目的以外での利用、または第３者に開示・提供することはありません。

※こちらには何も記入しないでください

受験番号
申し込み日

第8回高齢者住まいアドバイザー
検定試験
受験願書 2020.9.26 実施
当日直前対策講座
試験会場

（

年

月

□受講する

□受講しない

□東京

□大阪

日）

フリガナ

受験者氏名
姓

生年月日

名

西 暦

年

月

〒

日（

歳）

性別

男 ・ 女

※受験票を送付可能な住所をご記入ください

現住所
（自宅）

(FAX)

（携帯）

(E-mail)

電話番号
会社・団体

勤務先

（電話番号）

（FAX）

職業
記入例）ケアマネジャー、ヘルパー、銀行員、ファイナンシャルプランナー、不動産販売、高齢者住宅仲介、学生 等

※アンケートにご協力ください。 この資格を何で知りましたか？ 該当に☑マークをつけてください。
□インターネット検索 □Facebook □知人からの紹介 □勤務先からの紹介 □DM □チラシ
□ラジオ・雑誌・新聞 □その他（
）

※受験料・受講料振込明細書貼付け欄に振込の際の振込明細書(コピー)をお貼りください。
（ネットバンキング等の場合は記録画面を印刷して添付してください。）
※写真の裏面には、試験名と受験者氏名を横書きで記入し、
写真貼付け用紙にお貼りください。
※ 黒のボールペンで太枠内にはっきりとご記入ください。( 記入漏れがあると受験できない場合があります。)
※ 書類の不備があった際にご連絡させていただきますので、電話番号は必ずご記入ください。

受講料・受験料振込明細書 貼付け欄
・受験料の振込を済ませた振込明細書のコピーをここに貼り付けてください。
・ネットバンキング等をご利用の場合は、画面をコピー または 利用記録を
A4サイズの別紙に印刷してご提出ください。

受験料
①受験のみ
②受験料+当日直前対策講座

8,000円（学生6,000円）
17,000円（学生15,000円）

支払う金額をご確認の上、お間違いのないように注意してください。

※こちらには何も記入しないでください

※受験願書記入例

※記入しないでください

受験番号

第8回高齢者住まいアドバイザー
検定試験
受験願書 2020.9.26 実施
当日直前対策講座
試験会場
フリガナ

受験者氏名

生年月日

申し込み日

（2020年○○月○○日）

□受講する

□受講しない

□東京

□大阪
タロウ

ザイダン

財団
1980年

西 暦

太郎
01月

〒151-0051
現住所

01日（

39 歳）

性別

男 ・ 女

※受験票を送付可能な住所をご記入ください

東京都渋谷区千駄ヶ谷○○丁目○○番○○号
（自宅）03-○○○○-○○○○

(FAX)

03-○○○○-○○○○

（携帯）090-○○○○-○○○○

(E-mail)

zaidantaro@zmail.com

電話番号
会社・団体

勤務先

職業

株式会社○○○○

（電話番号）03-○○○○-○○○○ （FAX）03-○○○○-○○○○

ケアマネジャー
記入例）ケアマネジャー、ヘルパー、銀行員、ファイナンシャルプランナー、不動産販売、高齢者住宅仲介、学生 等

※受験料・受講料振込明細書貼付け欄に振込の際の振込明細書(コピー)をお貼りください。
（ネットバンキング等の場合は記録画面を印刷して添付してください。）
※写真の裏面には、試験名と受験者氏名を横書きで記入し、
写真貼付け用紙にお貼り下さい。
※ 黒のボールペンで太枠内にはっきりとご記入ください。( 記入漏れがあると受験できない場合があります。)
※ 書類の不備があった際にご連絡させていただきますので、電話番号は必ずご記入ください。

第 8 回高齢者住まいアドバイザー検定 写真貼付け用紙
お名前をご記入の上、お写真を一枚お貼りください。
※受験番号欄には、何も記入しないでください。
※お写真のサイズは、3×2.4 程度のものであれば問題ございません。（サイズは目安です。）

----------------------------切り取り線-------------------------------------------------------

資格名

高齢者住まいアドバイザー検定（第 8 回）
写真貼付け
写真（3×2.4）
写真の裏には氏名を
お書きください。

氏名
会場名
受験番号

----------------------------切り取り線-------------------------------------------------------

【写真貼付け用紙記入例】
第 8 回高齢者住まいアドバイザー検定 写真貼付け用紙
お名前をご記入の上、お写真を一枚お貼り下さい。
※受験番号欄には、何も記入しないでください。
※お写真のサイズは、3×2.4 程度のものであれば問題ございません。（サイズは目安です。）

----------------------------切り取り線------------------------------------------------------------------------------------------

資格名

高齢者住まいアドバイザー検定（第 8 回）

氏名

財団太郎

会場名
受験番号

東京

写真貼付け
写真（3×2.4）
写真の裏には氏名
をお書きください。

※記載しないでください

----------------------------切り取り線------------------------------------------------------------------------------------------

