
申込受付期間

WEB申込
（個人）

（公財）日本生産性本部／（一社）日本鉄鋼連盟／（一社）日本能率協会／（一社）電子情報技術産業協会／（一社）中部産業連盟／（一社）日本化学工業協会
（一社）日本自動車部品工業会／（一社）日本産業機械工業会／（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会／(公社) 全国工業高等学校長協会
（一社）日本電機工業会／QCサークル本部／（一社）日本自動車工業会／（一財) 機械振興協会／（一財) 化学研究評価機構 ／ (一社）中部品質管理協会

協賛団体 （2020年4月1日現在 18団体、順不同）

コンビニ申込
（個人）

団体B
（自主会場 
　30名以上）

申込規約

■ 受検地・試験会場に関して
１.受検地の表記は必ずしも所在地の都市名ではありません。周辺のエリア（市町村）を含みます。受検地はお選びいただけますが、
試験会場の指定はできません。

２.試験会場は公表しておりません。受検票が届く前の個別のお問合せには回答できません。
なお、試験会場は開催回ごとに異なる場合があります。

３.各受検地の定員を超えた場合は申込期間中であっても希望受検地の申込受付を締め切り、他の受検地に変更することがあります。

■ 個人情報の取扱い
１.ご入力いただいた個人情報を含む申込情報は、QC検定の実施運営、その他のQC検定に関する各種ご案内に使用します。
２.その他、個人情報の取扱いについては、日本規格協会グループの個人情報保護方針をご確認ください。

　

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0030/?post_type=common&page_id=m_j_hogohoushin
３.QC検定に係る業務に関して、業務提携会社に作業を委託する場合があります。

■ 団体申込での受検者情報の取扱い
。すまれさなみとのもるいてし意同にとこるれさ供提に者当担込申体団、が報情む含を報情人個の）2（）1（記下、は者検受ので込申体団

団体申込みでの受検者がこれに同意しない場合は、団体申込はご利用いただけません。
(1) 団体受検者情報

 

： 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号
(2) 試験に関する情報

 

： 受検番号、受検地、試験会場、合格・不合格・受検せず（欠席）、合格証番号

■ 免責事項
１.自然災害等、不可抗力の影響によって試験が受けられなかった場合、又は30分以上の遅刻で受検できなかった場合、
受検料の返金は行いません。
QC検定センターが、自然災害等、不可抗力の影響を受けたことによって、答案の採点ができなかった場合についても、
受検料の返金は行いません。

２.QC検定センターが、試験を実施することが適当ではないと判断した場合に限り、
一部又はすべての会場において試験を中止にする場合があります。この場合、受検料は受検者の請求により全額返金いたします。
ただし、QC検定センターは、試験中止に伴う受検者の不便、費用、その他の個人的損害については、一切責任を負いかねます。

お申込み後の利用者によるキャンセル及びそれに伴う受検料の返金、次回への受検料の繰越し、並びに受検地の変更、
受検級の変更はいかなる理由でもできません。また、個人／団体を含めたお申込みの重複に伴う受検地・受検級の変更・
ご返金はいかなる理由でもできません。

【重要事項】

https://www.jsa.or.jp/
検索

詳しい内容は

TEL: 03-4231-8595 メール: kentei@jsa.or.jp
日本規格協会グループ QC検定センターお問合せ

下記 a. b. c. の全てを満足した場合※
a.一次試験（手法分野、実践分野）: 各分野の得点が
概ね50％以上であること。及び、総合得点（手法分野
＋ 実践分野）が概ね70％以上であること。

b.二次試験（論述）:概ね50％以上。
c.総合得点（一次・二次試験の合計点）が概ね70％以上。

出題を手法分野・実践分野に分類し、
各分野が概ね50%以上であること。
及び、総合得点が概ね70%以上であること。

総合得点が概ね70%以上

●部門横断の品質問題解決を
　リードできるスタッフ
●品質問題解決の指導的立場の
　品質技術者

●自部門の品質問題解決をリードできるスタッフ
●品質にかかわる部署の管理職・スタッフ

●業種・業態にかかわらず、自分たちの
職場の問題解決を行う全社員
●品質管理を学ぶ大学生・高専生・高校生

●初めて品質管理を学ぶ人
●新入社員
●社員外従業員
●初めて品質管理を学ぶ大学生・高専生・高校生

品質管理に関する高い専門性や
指導力を求められるレベル

統計的手法を活用し、
問題解決や改善活動を
リーダー的役割で実施するレベル

品質管理の基本的な知識を理解し、
QC七つ道具などを用いて
職場の問題を解決するレベル

社会人としての基礎的素養や
品質管理に関する
用語の知識を有するレベル

合 格 基 準対象となる人材像各級の知識レベル

級

級
1

級
2

級
3

級
4

※1級試験の合格基準の内、「a. 一次試験」のみ合格基準に
　達していた方を、「準1級」として認めます。

第30回 一般社団法人日本品質管理学会認定

品質管理検定
主 催 一般財団法人 日本規格協会　一般財団法人 日本科学技術連盟

3. 過去にQC検定で不正行為を行った者や、QC検定の信用を失墜させた者など、QC検定センターが受検することがふさわしくないと
　判断した申込者（個人・団体）に対しては、受検をお断りする場合があります。この場合、受検料は全額返金いたします。

【受検者の皆様へ】 新型コロナウイルス感染予防対策について

月 日～
（月）

月 日
（月）

月 日
※一般会場の団体Ａ申込（５名以上）の受付は行いません。

日
（月） 9/6

試験日
2020年

（日）

QC 検定

17時
まで

17時
まで

（月）

※コンビニ端末からの受付は行いません。

月～

品質管理検定（QC検定）は、品質管理・改善を実施するための能力と、その能力を
発揮するために必要な知識を、4段階のレベルに分けて筆記試験で客観的に
評価し、品質管理の知識レベルの認定を行うものです。

207 76
207 76

以下の方は，他の受検者への感染リスクを考慮し，当日の受検をお断りします。
  ①息苦しさ，強いだるさ，高熱のいずれかがある
  ②発熱や咳1など風邪の症状が続いている
  ③8月23日以降に出入国制限のある国の渡航歴がある
  ④試験会場で行う検温で，37.5度以上ある
  ⑤マスク未着用
   ※尚，上記の理由により受検をお断りした場合でも，受検料の返金はいたしません。

試験当日の注意事項
  ①試験開始時間の45分前から入場を開始いたします。混雑緩和のため，時間に余裕をもってお越しください。
  ②試験会場ではマスクは用意しておりません。必ずご自身でご用意ください。
     なお，試験時間中の本人確認時には，監督員の指示に従いマスクを外していただきます。
  ③会場内は適宜換気を行います。室内の温度差に対応できるよう，服装にご配慮ください。
  ④試験中に発熱や咳等の激しい症状が見られた場合には，退席いただきます。その場合，受検料の返金は
     いたしません。
  ⑤会場内の会話は最小限に留めてください。
  ⑥使用済みのマスク，ごみは各自必ずお持ち帰りください。
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 第30回  品質管理検定（QC検定）

併願とは同一者が同日の午前と午後で2つの級を受検することです。／振込手数料はお申込者負担となります。 
お申込み後のキャンセル・返金や、受検地・受検級の変更はできません。

受検料（10%税込）

個人受検のお申込み

団体受検のお申込み

受検票と試験結果通知書の発送

1級
2級

3級
4級

1級・2級併願
2級・3級併願
3級・4級併願

9,900円
5,500円

4,400円
3,300円

13,860円
8,910円
6,930円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

●準1級として認められた方が1級受検する場合の割引受検料 9,350円

【注意事項】

下記1・2の条件をすべて満たした場合に限り、受検料に10％割引が適用されます。
１．団体B申込（自主会場）の受検者が、１会場につき延べ30名以上であること。
２．申込受付期間中に、マイページから団体受検申込書（Excelファイル）をアップロードすること。
※団体割引料金については、1円単位で計算いたします。

【団体割引の適用条件】

試験日・試験時間
13：30～15：30（120分）
マークシート 論述1級
13：30～15：00（90分）
マークシート

3級

10：30～12：00（90分）
マークシート

2級
10：30～12：00（90分）
マークシート

4級
2020年
9月6日（日）

札幌／苫小牧／青森／仙台／秋田／郡山／会津若松／水戸／つくば／宇都宮／小山／前橋／高崎／さいたま／千葉／東京23区／
相模原／横浜／藤沢／新潟／長岡／富山／高岡／金沢／小松／福井／甲府／長野／松本／岐阜／静岡／浜松／豊橋／岡崎／
名古屋／四日市／滋賀／京都／大阪／神戸／姫路／奈良／鳥取／松江／岡山／倉敷／広島／山口／徳島／高松／松山／北九州／
福岡／佐賀／長崎／熊本／大分／鹿児島／沖縄

受検地

●受検地の表記は必ずしも所在地の都市名ではありません。周辺のエリア（市町村）を含みます。 
●受検地はお選びいただけますが、試験会場の指定はできません。具体的な試験会場は受検票に記載して通知します。 
●試験会場は開催回ごとに異なる場合があります。
●試験会場には、駐車場はご用意いたしておりません。公共交通機関を利用してご来場ください。
●無断駐車、迷惑駐車をされた方に対しては、試験中であっても車の移動をお願いする場合があります。
その際に、試験の継続が不可になっても、一切の責任は負いかねます。

【重要】受検地・ 試験会場についての注意事項

●目や耳・肢体などが不自由な方や妊婦の方で、受検にあたり特別措置を希望する場合は、必ずお申込み前に
「特別措置依頼書」をご提出ください。ただし、試験会場等の設備状況によって対応できかねる場合があります。 

●「特別措置依頼書」はQC検定Webサイトよりダウンロードできます。

インターネット申込み

2020年 7月6日(月) ～ 月20日(月)　※最終日は17時まで
・QC検定Webサイトからお申込みフォームにアクセスし、申込画面にて必要事項を入力します。

・１会場で延べ30名以上のお申込みが必須です。

・請求書・受検票・試験結果通知書等は、一括して団体申込担当者へ送付します。

● 受検票は2020年８月中旬に発送いたします。
　 ※受検票には受検者本人の写真を貼る必要があります。写真が貼っていない場合は受検できません。
　 ※受検票に記載された試験会場が最終的に決定した会場です。試験会場の変更は一切できません。

● 試験結果通知書は2020年11月上旬より発送します。
● 団体申込の場合は、受検票と試験結果通知書は団体申込担当者へ一括して送付します。

・団体B、学校Bの試験日程・時間等は一般会場と同じ条件で実施します。

QC検定WEBサイトから団体B申込の登録をする。( 過去の団体登録番号は使用できません。)
2

7

※団体申込受付完了メールが届き、お申込み受付が完了した後のキャンセル（人数を減らすことも含む）、
受検地・受検級の変更は一切できません。

3
4
5
6
マイページから申込書をアップロードする。

受検資格
各級とも制限はありません。1級～4級の、どの級から受検していただいても結構です。

受付期間

※詳細はQC検定センターにご相談ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第20回（2015年９月）～ 第28回（2019年９月）の試験において準１級と認定された方が対象です。
　※準1級認定者の1級割引制度は、第28回(2019年9月)の試験をもって終了しました。

受付期間 2020年
※第30回QC検定ではコンビニ端末からの受付を行いません。

団体B申込の登録後は
担当者からご連絡を
させていただき、
事前にお申込み内容や
お手続きの確認を
させていただきます。

・お支払いはクレジットカード決済限定です（手数料はかかりません）。
・カード名義が受検者ご本人でなくてもお申込み可能です。
・一回のお申込みで４名まで入力して、まとめてお支払いいただけます。
・領収書の発行は、カード決済者様宛てに配信される領収書案内のメールから、PDFでダウンロードいただけます。

・第30回QC検定の申込受付では、会場確保の状況によっては募集を行わない受検地・受検級があります。
・受付は先着順ではありません。受検地・受検級ごとに定員を設け、締切後に申込人数が定員を超えた場合は、
　抽選を行います。抽選前であっても、お申込みの取り消しはできません。
・抽選は申込単位で行います。複数名を一括申込されている場合は、まとめて当選または落選となります。
・お申込み時にクレジットカード情報を入力していただき、当選後に受付が完了した場合に限って決済されます。
・抽選結果はお申込み時のメールアドレスに通知させていただきます。その後のキャンセル・返金はできません。
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2020年 7月6日(月) ～ 月20日(月)　※最終日は17時まで2020年 7
団体Ｂ・学校B（自主会場・30名以上）※第30回QC検定では団体Ａ受検(一般会場・5名以上)の受付を行いません。

・会場の確保、当日の運営スタッフの確保、QC検定センターが派遣する立会人の交通費等のご負担などの条件がございます。
　詳細はQC検定センターにお問い合わせください。

QC検定センターに承諾書を提出する。
マイページログイン案内メールが届く。
ログイン案内メールに記載されているURLからマイページにログインする。
申込書（Excel）をダウンロードする。
申込書に申込受検者の情報を入力する。

8 QC検定センターで内容を確認した後、団体申込受付完了メールが届く。

※太字は１級を実施する受検地です。

団体B・学校B 申込手順

障がいをお持ちの方や妊婦の方への特別措置について

試験当日の持ち物

合格された方へ、期間限定で、有償の写真入りの合格証を発行いたします。

①個人申込：郵便局窓口でのお支払い　②団体申込（5名分以上）：請求書払い
※お申込み受付完了から、ご入金の確認、お届けまでは約２ヶ月程度かかります。

認定カード（オプション）

筆記用具、電卓の貸し出しはいたしません。
通信機能のある機器類は使用できません。携帯端末は必ず電源を切って、バッグ等にしまってください。【注意】

基準解答とWEB合格発表

試験日の2日後にQC検定Webサイトに掲載します。
基準解答のWEB掲載

試験日の約1ヵ月後にQC検定Webサイトに、合格者の受検番号と
合格証番号を掲載します。

※合格率などの統計データは合格発表と同時にWebサイトに掲載します。 ※成績・得点等、合否結果に関するお問合せには一切お答えいたしかねます。

WEB合格発表

① 受検票
※受検者本人の写真（30ｍｍ×２４ｍｍ）を貼付したもの
※写真貼付のない場合は受検できません。

② 筆記用具
※黒の鉛筆・シャープペンシル(HB又はBに限る)・消しゴム

③ 時計
※時計のない試験室もありますので、必ずお持ちください。

④ 電卓１台［√（ルート）付の一般電卓に限る］
※4級は電卓の使用はできません。
※関数電卓やプログラム電卓は使用できません。

WEB合格発表日より約1ヵ月間受付期間
各級1,980円（税込）発行手数料


