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2022 年度 武蔵野商工会議所 珠算能力検定試験等 要項 

1・2・3 級 日本商工会議所主催 

準 1・準 2 級 一般社団法人東京珠算教育連盟主催・東京商工会議所後援 

4～9 級 武蔵野商工会議所・一般社団法人東京珠算教育連盟共催 

①年度予定 

◎段位認定試験（第 135回、第 136 回、第 137 回）の申込受付期間は上記珠算能力検定試験の日程と同じです。ただ

し、窓口受付のみとなります。（4ページをご覧ください）所定の申込用紙を商工会議所窓口にて取得してください。 

 

②申込手順 

 （１）窓口受付 

 ・受付場所：武蔵野商工会議所 

（武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7 武蔵野商工会館 6階 JR 中央線吉祥寺駅下車 北口 徒歩 5分） 

 ・窓口にある検定試験申込書（A5サイズ）に必要事項を記入のうえ、受験料を添えてお申込みください。 

 ・団体申込（珠算教室等対象）は窓口受付のみになります。申込は 2件から承ります。申込書について検定試験申

込書（A5サイズ）のほかに団体申込書（A4サイズ・2枚複写）が必要となります。 

 ・受付時間は、受付期間中の 9：00～16：00 までです。土・日・祝日は受付できません。 

 （２）インターネット受付 

 ・武蔵野商工会議所ホームページのインターネット申込画面からお申込みください。 

武蔵野商工会議所ホームページ（URL https://www.musashino-cci.or.jp）→ 検定試験 → 珠算能力検定試験内 

 ・インターネット申込を希望される場合、事務取扱手数料 660 円（税込）が別途必要となります。 

 ・お支払方法は、クレジットカード決済かコンビニ決済となります。 

 ・コンビニ決済を選択された方は、ネット申込期間最終日の翌日の 23：59 までに受験料をお支払いください。期限内に支払

いがない場合は、申込は無効となりますのでご注意ください。 

 （３）受験料 （全て税込） 

1 級－2,340 円  準１級－1,930 円  2 級－1,730 円  準 2 級－1,580 円  3 級－1,530 円 

4～7 級－1,020 円  8～9 級－910 円 

（４）併願受験 

 ・併願受験を希望される場合は、受験級ごとに検定試験申込書（Ａ5 サイズ）を記入し、併願級記入欄へそれぞれ併願級を記

入してください。併願級の記入が無い場合には併願受験が出来ない場合がありますのでご注意ください。（団体受験の際

は検定試験申込書と合わせて、団体申込書の備考欄にも併願する級を記入してください。） 

施行回・試験日 受付期間 教室・時間割 合格発表日 合格証書交付 

第２２５回 

６月２６日（日） 

ネット  ５月１１日（水）～ ５月１６日（月）

窓 口  ５月１６日（月）～ ５月２０日（金）
 ６月１０日（金） ７月１１日（月）  ７月２７日（水）～

第２２６回 

１０月２３日（日） 

ネット  ９月 ７日（水）～ ９月１２日（月） 

窓 口  ９月１２日（月）～ ９月１６日（金）
１０月 ７日（金） １１月 ７日（月） １１月２４日（水）～

第２２７回 

２月１２日（日） 

ネット  １月 ５日（木）～ １月１０日（火） 

窓 口  １月 ５日（木）～ １月 ６日（金） 

     １月１０日（火）～ １月１２日（木） 

 １月３０日（月） ２月２７日（月）  ３月１５日（水）～
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 ・前後の級で併願受験が可能となります。ただし下級（4～9級）同士の併願はできません。 

（可能な組み合わせ例： 1級と 2級 / 1 級と準１級 など） 

（５）その他 

 ・郵送による申込は一切受付けません。また事前連絡での予約も受付けておりません。 

・受付期間中であっても定員になり次第、締め切ります。 

・申込受付期間終了後の受付は一切できません。また、申込受付後の変更・取消等は一切できませんのでご了承く

ださい。 

・試験に支障をきたすと認められる場合は、申込をお断りする場合があります。 

・検定試験申込用紙は本会議所指定の様式に限ります。申込用紙は正確に記入してください。 

（記載の不明瞭なものは受付けません） 

・同じ施行回の試験において、同一人物が同級の試験を重複して申し込むことはできません。 

・受験票に所定の印のないもの及び勝手に変更したものは無効です。 

・試験中止の場合を除き、受験料の返却は一切できません。 

・インフルエンザ等による学校・学年・学級閉鎖等で欠席の場合は欠席扱いになり、受験料の返金はいたしませ

ん。（当日、受験者本人がインフルエンザ等で欠席した場合も同様です） 

・暗算のみの級の受験は取り扱いがございません。 

・準 1・準 2級および下級（4～9級）は東京珠算教育連盟の試験問題にて施行します。（日本珠算連盟の試験問題

とは異なります。） 

・下級については 10級と 11級は取り扱いしておりません。 

 

③教室・時間割の発表 

 ・発表日からインターネットおよび武蔵野商工会議所の掲示板にて掲示します。（団体申込の場合のみ当所より郵送

で連絡） 

 

④試験実施 

（１）試験会場：武蔵野商工会議所または武蔵野市内の施設 

・お越しの際は公共交通機関をご利用ください。また遅延等発生に備え時間に余裕をもってお越しください。 

・受験票は試験当日に必ず持参してください。 

（受験票には年齢、氏名を自筆記入しておくこと。受験票は合格証書交付の際に必要となります） 

・中学生以上の受験者は、試験当日に必ず身分証明書を持参してください。 

（２）試験の種目等：乗算、除算、見取算（各 100 点満点 総合計 300 点満点） 

（３）合格基準 

1・2・3級 ⇒ 合計点 240 点以上 

詳細は日本珠算連盟ホームページにてご確認ください。（URL http://www.shuzan.jp/kentei/shuzan） 

※1・2・3級のみ確認してください。他の級は主催者が異なります。 

準 1・準 2級 ⇒ 合計点 210 点以上 

4～7級 ⇒ 各種目 70点以上 

8・9級 ⇒ 各種目 60点以上 

詳細は東京珠算教育連盟ホームページにてご確認ください。（URL http://www.tousyuren.net/exam/） 
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（４）その他 

・受験にあたり、新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みへのご理解とご協力をお願いします。 

・受験票を紛失した場合は、当日試験本部にて再交付の手続きをしてください。 

（再発行手数料として１００円をいただきます） 

 ・受験時に不正を行った者は、今後試験を受けさせず、合格を無効とする場合がありますので、ご了承ください。 

・試験開始時間に遅刻した場合は受験できません。試験開始時間を過ぎてからの入室は認められません。 

（公共交通機関の遅延証明がある場合を除く） 

・試験場では、試験委員の指示に従ってください。 

（正当な理由なく指示に従わない場合または不正行為のあった場合は退場していただく場合があります） 

 

⑤合格発表 

・発表日からインターネットおよび本会議所掲示板にて掲示しております。なお電話等によるお問い合わせはお断

りします。（団体申込の場合のみ当所より採点結果を郵送） 

・採点結果は、武蔵野商工会議所窓口にて受験票を提示いただくことにより確認できます。成績照会期間は試験日

から 1年間です。 

・インターネットにて受験申込をされた方のみ、インターネットで成績照会サービスから採点結果を確認できま

す。成績照会サービスのご利用には、受験番号のほかインターネットでの受験申込時にご自身で設定された成績

照会番号が必要となります。インターネットでの成績照会期間は、合格発表日から起算して 60日間です。 

 ・1級合格者のみ合格証書添付用顔写真を期限内に武蔵野商工会議所宛に送付してください。 

 

⑥合格証書交付 

 ・交付日より受験票と引き換えでお渡しとなります。なお交付期間は試験日より 1年間となります。 

 ・個人申込に限り合格証書の郵送サービスのご利用が可能です。（1郵送につき 1,100 円（税込）） 

 

⑦問合せ先等 

 ・問合せ先：武蔵野商工会議所（武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7 武蔵野商工会館6階） 

TEL 0422-22-3631  URL https://www.musashino-cci.or.jp/ 

 

≪ 武蔵野商工会議所 案内図（受付・試験会場） ≫ 

（お越しの際は公共交通機関をご利用ください。） 
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日本珠算連盟主催・武蔵野珠算協会施行 

珠算段位認定試験について 

珠算段位認定試験の試験日・申込期間・試験の実施等は基本的に珠算能力検定試験に準じます。 

 

①受付 

 受付期間・場所等は珠算能力検定試験に準じます。（珠算能力検定試験の窓口受付期間内に受付）窓口に申

込書がありますので受験料とともにお申込みください。なお、インターネットでのお申込みはできませんのでご注意

ください。 

 

②受験料および取り扱いの級 

珠算・暗算－2,950 円  珠算のみ－2,550 円  暗算のみ－1,220 円 （各級消費税込） 

 

③併願 

 珠算能力検定試験 1級と段位認定試験の併願が可能です。併願の際は、1級の検定試験申込用紙（A5サイ

ズ）の併願級記入欄に「段位」と記入してください。併願級の記入が無い場合には併願受験ができない場合

がございますのでご注意ください。 

 

④教室・時間割の発表 

珠算能力検定試験と合わせて表記してありますのでインターネットまたは窓口にてご確認ください。 

 

⑤試験実施 

 珠算能力検定試験と同日に実施します。受験票は試験当日に必ず持参してください。その他の事項は珠算能力

検定試験に準じます。 

合格基準は日本珠算連盟ホームページにてご確認ください。（URL http://www.shuzan.jp/kentei/dani/） 

 

⑥合格発表、成績証明書・認定証の交付について 

 

 

 

 

合格発表：武蔵野珠算協会より、合格発表日以降に昇段者の受験番号を郵送します。 

（団体申込の場合は団体宛に郵送されます。） 

成績証明書・認定証交付：武蔵野商工会議所窓口のみでのお渡しとなります。 

受験票と引き換えでお渡しします。 

（電話・郵送・メール等での成績照会（合否等の確認）はできません。） 

 

※申込書の記入方法、成績の認定方法については、別紙「段位認定試験ガイド」をご覧ください。 

 

施行回・試験日 合格発表日 成績証明書・認定証交付 

第１３５回  ６月２６日（日） ７月１１日（月）  ７月２７日（水）～ 

第１３６回 １０月２３日（日） １１月 ７日（月） １１月２４日（木）～ 

第１３７回  ２月１２日（日） ３月 ６日（月）  ３月１５日（水）～ 


