
申込規約

■受検地・試験会場に関して
１. 一部のエリアを除き、受検地は原則、都道府県単位でお選びいただきます。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。具体的な試験会場は受検票で通知します。受検票が届く前の、会場に関するお問合せには回答
できません。確定した試験会場を変更することはできません。なお、試験会場は開催回ごとに異なる場合があります。

３.定員を超えた会場については、申込受付期間の終了後に抽選を行います。抽選前であってもお申込みの取り消しはできません。
また、当選して受付が確定した後のキャンセル・受検地の変更は一切できません。
■ 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

３.上記２以外で、台風・地震等の自然災害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。

２.QC検定センターが、自然災害や感染症などの理由で試験を実施することが適当ではないと判断した場合、一部又はすべての会場
において試験を中止する場合があります。この場合に限り、受検料の返金等の代替措置を講じます。
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。

申込規約をよく読んで、内容に同意した上で申し込んでください。申込みされた場合は
申込規約の全ての事項に同意されたものとみなします。

https://www.jsa.or.jp/
検索

詳しい内容は

TEL: 050-1742-6445 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

●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、職場の問題解決を行う方
●品質管理を学んでいる大学生・高専生・高校生

●初めて品質管理を学ぶ方、大学生・高専生・高校生
●新入社員、派遣社員の方などの社員外従業員

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

対象となる人材像各級の知識レベル

級
1

級
2

級
3

級
4

第34回 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

４. 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。

新型コロナウイルス感染予防対策について

1.自己都合やお申込みの重複など、利用者によるお申込み後のキャンセル・返金、受検料の繰越し、並びに受検地・受検級の変更は
いかなる理由でもできません。

試験時間／受検料（10%税込）

ＱＣ検定検定ＱＣ

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。

準1級認定制度の改定
1. 一次試験(マークシート)で基準点以上得点した方を｢準1級合格者」とします。
2. 準1級に合格した回の直後に実施される検定試験においてのみ､１級の一次試験を免除し､二次試験(論述)の結果が合格基準を
満たした場合､１級合格となります。

※第34回試験より実施いたします

QC 検定

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。

月 日

17時まで

（月）

団体登録受付

17

17時まで

17時まで・団体登録後の申込書アップロード

QC検定Webサイトに掲載する感染予防対策をご確認ください。 QC検定センターが定める感染予防対策に反して、
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。
感染状況によっては、受検申込みを受け付けた後や試験直前でも、試験を中止する場合がありますので、ご了解の上で
お申込みください。

6
コンビニ払い
（現金のみ）

クレジット
カード払い 9/4

2022年

（日）

試験日

（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 （2022年4月1日現在 16団体、順不同）

1級 3級2級 4
マークシート マークシート マークシート マークシート
13:30～15:35 級

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

11,000円（9,350円）
6,380円（5,500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(団体B割引受検料)・・・・・・・・・・・・・・・
※第24回（2017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。

■ ■ ■ ■

●

●

（木）

論述■

・・・・・・

●

【注意事項】併願とは同一者が同日の午前午後で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。
お申込み人数に関わらず団体Aの受検料割引はございません。

10:30～12:00 10:30～12:0013:30～15:00
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個人

受付開始‼
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団体

個人 /
/ （月）

6 /30

（金）まで
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(90分) (90分)(90分)

(回収時間含む)

(90分) (30分)

・・・・・・

一般受検料（団体B割引受検料） 一般受検料（団体B割引受検料） 一般受検料（団体B割引受検料）

・・・・・・

・・・・・・

5,170円（4,400円）
3,960円（3,300円）

・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

15,730円（13,420円）
10,450円（8,800円）
8,250円（6,930円）

10,450円（8,800円）
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個人受検のお申込み 団体受検のお申込み（請求書発行）

お申込み後／試験後のスケジュール

論述

●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。

・目や耳・肢体などが不自由な方や妊婦の方で、受検にあたり対応を希望する場合は、必ずお申込み前に「特別措置依頼書」
をご提出ください。「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。

クレジットカード払い

2022年6月6日(月)～6月30日(木) ※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。

受検票のお届け

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。

●

請求書、受検票、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。

QC検定Webサイトから団体登録をする。
2

7

3
4
5
6 マイページから申込書をアップロードする。

・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。
・全員が同じ受検地・受検級であれば、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、受付が完了した場合にお送りするメールから、PDFファイルでダウンロードしてください。

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。

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。

団体申込手順

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個人申込：Webサイトからのカード払い　③団体申込（5名分以上）：請求書払い
※お申込みが集中した場合は、お届けまでに2ヶ月以上お時間をいただく場合がございます。

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】

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2,200円（税込）発行手数料

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、市町村を限定して会場を確保することができません。このため、受検地は
原則、都道府県単位でお選びいただきます。必ずしも中心都市ではない場合もございます。

●

受付期間

・１会場で延べ30名以上のお申込みが必須です。併願受検者は１名につき２名分でカウントします。

・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。

※最終日は17時まで

・QC検定センターから派遣する立会人の受入れをお願いいたします。立会人とは試験運営を行う要員ではなく監査的な役割です。

 2022年6月6日(月)～ 6月20日(月)団体登録
受付期間

札幌市／苫小牧市／青森県／宮城県／秋田県／福島県／茨城県／栃木県／群馬県／埼玉県／千葉県／東京都／
神奈川県／新潟県／富山県／石川県／福井県／山梨県／長野県／岐阜県／静岡市／浜松市／豊橋市／岡崎市／
名古屋市／三重県／滋賀県／京都府／大阪府／兵庫県／奈良県／鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県
徳島県／香川県／愛媛県／福岡県／佐賀県／熊本県／大分県／鹿児島県

【重要】受検地・ 試験会場についての注意事項

団体登録期間が過ぎるとお申込みできません。

＜団体登録後の申込書アップロード＞

・自社・自校で試験会場（試験室と事務局控室）及び試験当日の運営スタッフ（最低３名以上）を準備していただきます。

・団体Bの実施には、受検料とは別に実施費用（運営手数料、立会人交通費など）を負担していただきます。
・団体B、学校Bの実施規定に同意をしていただき、誓約書をご提出いただきます。

インターネット申込みです。お支払い方法は【クレジットカード払い】と【コンビニ払い(現金)】があります。

コンビニ払い（現金のみ）

 2022年6月6日(月)～6月17日(金)受付期間

・「キャリタス資格・検定」のサイトからお申込みいただき、お申込後に通知される番号で、コンビニエンスストアの
端末・マルチコピー機から伝票を発行し、店頭で受検料をお支払いください。
・お支払いは現金払いです。受検料のほかに、システム利用手数料として350円（税込）が必要です。
・お申込み完了後3日以内にお支払いを完了しない場合は、入力情報が自動的にキャンセルされますのでご注意ください。
・１名ずつお申込み／お支払いいただく必要があります。
・コンビニ払いの申込枠には定員があります。受付期間中でも、各受検地の申込枠が定員に達した場合には、その受検地に
ついて受付を停止いたします。
・領収書はお支払いの際に店頭でお受け取りいただくレシート（受領書など）をご利用ください。

※最終日は17時まで2022年6月6日(月)～ ６月30日(木)

※詳しい実施条件については、QC検定Webサイトをご確認いただくか、QC検定センターにお問い合わせください。

※最終日に申込みをした場合の
支払い期限は6月20日です。

受 検 地 ※太字は１級を実施する受検地です。

団体Ｂ・学校B（自主会場・30名以上）

団体Ａ（一般会場・５名以上）

・団体Bのお申込みには、団体B割引受検料を適用いたします。

・申込書１ファイルに延べ５名以上のお申込みが必須です。併願受検者は１名につき２名分でカウントします。
・お申込み人数に関わらず、受検料の団体割引は適用されません。
・受検地は受検者様ごとに選択できます。全員が同じ受検地である必要はありません。

【注意】 過去の団体登録番号・申込書（Excelファイル）は使用できません。
団体Ａと団体Ｂは別々に団体登録をしていただく必要があります。

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

受検票発送予定：2022年７月下旬

●試験結果通知書のお届け
試験結果通知書発送予定：2022年11月上旬

●

●

【注意】

・申請された内容によっては、試験会場等の設備上対応が困難な場合や、ご希望に沿った対応ができない場合があります。
・事前に申請が無い場合、試験当日の対応はできかねる場合があります。


