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貭 日本品質管理学会認定

試　験　日

出 願 期 間
2012年9月9日（日）

第14回第14回

［個人申込］ 【払込取扱票申込】 2012年6月11日（月）～2012年6月25日（月）
 【WEB申込】 2012年6月11日（月）～2012年7月 2日（月）
［団体申込］  2012年6月11日（月）～2012年7月 2日（月）
  （団体割引期間：2012年6月11日（月）～2012年6月25日（月））

QC検定QC検定

◆協賛団体（2012年4月1日現在　順不同）
（公財）日本生産性本部 （一社）日本能率協会 （一社）中部産業連盟　中部品質管理協会　神奈川県産業技術交流協会 （学）玉川学園玉川大学

（公社）全国工業高等学校長協会 （一社）日本自動車工業会 （一社）日本鉄鋼連盟 （一社）電子情報技術産業協会 （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 （一社）日本電機工業会

◆協賛企業（2012年4月1日現在　五十音順）
アイシン精機（株） アイリスオーヤマ（株） いすゞ自動車（株） オムロン（株） 河村電器産業（株） 九州電力（株） （株）コーセー

（株）小松製作所 サンデン（株） サントリー（株） 四国電力（株）（株）資生堂 シャープ（株） シヤチハタ（株） JUKI（株） 新日本製鐵（株）

セイコーエプソン（株）（株）デンソー TOTO（株）トヨタ自動車（株） 日研総業（株） 日産自動車（株）（株）日本製鋼所　日本電気（株）

パナソニック（株） 富士ゼロックス（株） ブラザー工業（株）（株）ブリヂストン 北海道電力（株） マツダ（株） （株）安川電機　

山形スリーエム（株）（株）LIXIL

「品質管理検定（QC検定）」は、企業で働く従業員、派遣社員等の品質管理能力の向上だけではなく、

将来、製品製造・技術開発部門への就職を目指す学生の方々にも品質管理の能力を身につけていただく

ことを目的とし、企業の製品品質の改善やコストダウンの実現など、日本のものづくりにおける品質の向

上に貢献したいとも考えています。

企業において働く方々に求められる品質管理の能力はそれぞれの仕事によって異なります。その求められ

る能力を四つのレベルに分けて、各レベルの能力を発揮するために必要な品質管理の知識を筆記試験で評

価し、予め定めた基準により品質管理の知識レベルの認定を与えるものがこの品質管理検定（QC検定）です。

主催　 日本規格協会　 日本科学技術連盟
http://www.jsa.or.jp http://www.juse.or.jp

一　　般
財団法人

一　　般
財団法人



日本品質管理学会認定
第14回（2012年9月） 品質管理検定（QC検定）

申込～試験結果通知の流れ

お申込み

（ ）申込期間
2011年5月30日（月）～2011年6月20日（月）

1

○受験区分

◆受験料（税込）

1級 ･･･････････････････････････08,000円
2級 ･･･････････････････････････05,000円
3級 ･･･････････････････････････04,000円
4級 ･･･････････････････････････03,000円
1級・2級併願注）･････････････････12,000円
2級・3級併願注）･････････････････08,000円
3級・4級併願注）･････････････････06,000円
注） 併願とは、同一者が同日に二つの級を受験することです。
備考 払込手数料はご本人負担となります。

一旦払い込まれた受験料は、理由の如何を問わず返金できません。

◆受験資格

各級とも制限はありません。

◆団体受験割引期間

2012年6月11日（月）～2012年6月25日（月）（必着）
※上記の期間内に申し込まれた団体に限り、10%割引が適用されます。

お申込みの前に0

お申込み後のキャンセルや受験地、受験級の変更はできません。

お申込みの前にQC検定センターへご相談ください。なお、試験会
場等の設備状況によっては対応できない場合があります。

◆視覚・聴覚・肢体などが不自由な方へ

◆お申込み後の変更

人数 受験料 支払方法 受験地
受験票の
送付先

申込受付
終了日

個人 1～4名 割引なし

払込
受験願書

一般会場

本人
（受験願書
の住所）

6月25日

クレジットカード
WEB申込 7月2日

団体A

5～29名 割引なし

請求書
申込代表者
宛に一括

7月2日

30名以上

6月25日まで申込
10%割引 6月25日

6月26日以降
割引なし

7月2日

団体B 100名以上

6月25日まで申込
10%割引 申込者

準備会場

6月25日

6月26日以降
割引なし

7月2日

個人申込の場合
1. 払込受験願書による申込：2012年6月11日（月）～2012年6月25日（月）
漓 お申込みは右下の払込受験願書に必要事項をご記入の上、受
験料注）を郵便局で払込みください。
払込みにより申込手続きが完了となります。

滷 払込みの際、受付局日附印が押された払込金受領証は、「領収
書」となりますので必ずお受け取りください（後日受験票がお
手元に届かない場合のお問合せにも必要です）。

注）受験料は必ず2012年6月25日（月）までに郵便局で払込みください。

銀行振込で受験料をご入金いただいても受験の申込みはできません。

2. Webページからの申込：2012年6月11日（月）～2012年7月2日（月）
個人申込はQC検定センターのWebページより、クレジットカー
ドでのお支払いによる受付も行っております。
詳細は申込期間中に下記URLをご参照ください。
http://www.jsa.or.jp/kentei/qc/qc-top.asp
なお、Webページからの申込は、利用規約に同意された方のみ
とさせていただきます。

団体申込の場合
1. 5名以上で申込みを行う場合は団体受験としてお取扱いし、請
求書によるお支払いが可能となり、受験票・試験結果通知書等
を一括して申込代表者へお届けします。さらに30名以上では受
験料が10％割引となります。⇒【団体A】

2. 100名以上で申込みを行う際に、試験会場をご準備いただける
場合、【団体B】として区別してお取扱いします。

3. 団体Bの場合、試験会場は特定の会場となりますが
─────────────────────

、団体Aの場
合は、個人申込と同様に受験地を選ぶことができます。

4. 団体A、Bを問わず、個人申込と同様に併願受験が可能です。

漓お申込みは
必ずQC検定センターのWebページにある団体専用申込書
（Excel）にデータを入力し、e-mailでお申込みください。
備考　4名以下の場合は団体申込としてお取扱いできませんので、「個

人申込の場合」に沿って払込受験願書にてお一人ずつ郵便局で払

込みいただくか、またはWebページからお申込ください。

滷団体割引の適用条件
（次の条件を満たす場合に団体割引となります。）

蘆受験者が30名以上であること。
蘆請求書・受験票・試験結果通知書等の送付先は、一括して申
込代表者であること。
蘆QC検定センターのWebページにある団体専用申込書
（Excel）に必要な情報を入力し、e-mailでお申込みいただ
くこと。
蘆団体受験割引期間中にお申込みいただくこと。

澆団体受験Bの適用条件
蘆受験者が100名以上であること。
蘆お申込団体が試験会場をご用意いただくこと。
備考　受験料の他に試験会場責任者派遣料、往復交通費・宿泊日当費

（実費）がかかります。詳細はQC検定センターにご相談ください。

潺学校団体受験の適用条件
蘆受験者が50名以上であること。
蘆貴校を試験会場としてご用意いただくこと。
蘆試験監督者を2名以上確保いただくこと。
その他、詳細はQC検定センターにお問い合わせください。



3級

受験票2

受験票は2012年8月初旬に発送いたします。
万一、届かない場合や受験票の内容に誤りがある場合は、受験票未
着等問合せ期間（2012年8月16日（木）～8月20日（月））に必ずご連
絡ください。

試験結果と合格証4

蘆試験日から約1か月後にQC検定センターのWebページに合格者
の受験番号を掲載します（Web合格発表）。
蘆“Web合格発表”のおよそ20日後にすべての受験者に試験結果通
知書を受験票に記載された住所宛に発送いたします。

（注）検定試験の成績や合否についてのお問合せにはお答えできません。

＊合格率などの統計データは、QC検定センターのWebページにてご確認いた
だけます。

試験当日3

2012年9月9日（日）

1級 13:30～15:30（120分） 3級 13:30～15:00（90分）
2級 10:30～12:00（090分） 4級 10:30～12:00（90分）

蘆受験票（受験者本人の写真を貼付の上、必ずご持参ください。写
真が貼っていない場合は受験できません。）

◆当日持参するもの

◆試験時間

◆試 験 日

蘆筆記用具（HB又はBの鉛筆・シャープペンシル、消しゴム、定規）・時計
蘆電卓（1～3級のみ必要）
【持ち込み可の電卓】：四則演算（＋－×÷）や百分率（％）の計算ができ

る一般電卓又は事務用電卓　√キー付きのもの
【持ち込み不可の電卓】：上記の電卓を超える計算機能をもつ関数電卓や

プログラム電卓、電卓機能をもつ携帯端末
※試験会場では、電卓、筆記用具の貸出しは行いません。
※携帯電話は使用できません。

受 験 地
一 覧

各会場とも、定員に達した場合は別会場になる場合があります。

札幌　仙台　東京　名古屋　富山　大阪　広島　高松　福岡1級

札幌　苫小牧　青森　秋田　仙台　福島　郡山　会津若松　新潟　長岡　高崎　前橋

宇都宮　小山　水戸　つくば　越谷　東京　藤沢　習志野（千葉） 甲府　松本　静岡

浜松　名古屋　四日市（三重） 富山　小松（石川） 草津（滋賀） 京都　大阪　姫路

明石　岡山　広島　松江　高松　松山　福岡　北九州　大分　熊本

2級

4級

■本払込受験願書にご記入いただく個人情報につきましては、QC検定の実施運営、その他QC検定に関する各種ご案内に使用いたします。
■天災等やむをえない事情が発生した場合には、開催を中止、延期、または開始時刻の繰り下げ（最大1時間）ることがあります。

免責事項
●天変地異や伝染病の流行、試験会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の当協会が管理できない事由により試験時刻の一
部変更および中止のために生じたお客様の損害については、当協会ではその責任を負いかねます。
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級 対象となる人材像 試験の実施概要

1
級

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

2級の範囲に加えて、品質管理活動のリーダーとし
て期待される、品質管理の手法全般、実践全般に
関する理解度、並びに品質管理周辺の手法や品質
管理周辺の活動としてトピック的事柄に関する基
礎知識の理解度の確認

2
級

蘆自部門の品質問題解決をリードでき
るスタッフ
蘆品質にかかわる部署の管理職・ス
タッフ《品質管理、品質保証、研究・
開発、生産、技術》

3級の範囲に加えてそれらの活用や実践を自主的
に実施するために必要とされる知識の理解度、並
びに確率分布、検定・推定、相関分析・回帰分析、
実験計画法、抜取検査、信頼性工学、品質機能展開、
統計的プロセス管理などの基本的な事項の理解度
の確認

3
級

蘆業種・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《事務、営業、
サービス、生産、技術を含むすべて》
蘆品質管理を学ぶ大学生・高専生・工業
高校生

4級の範囲に加えて、データの取り方やまとめ方の
基本とQ7の利用、N7の基本、QC的ものの見方・
考え方、管理と改善の進め方、品質、プロセス管理、
問題解決、検査と試験、標準化など、基本的な管
理・改善活動に関する理解度の確認

4
級

蘆初めて品質管理を学ぶ人
蘆新入社員
蘆社員外従業員
蘆初めて品質管理を学ぶ大学生・高専
生・工業高校生・総合高校生

品質管理、管理、改善、工程、検査、標準・標準化、
デー夕、QC七つ道具、企業活動の基本など、企業
活動における基本常識に関する理解度の確認
※4級の問題は、“品質管理検定（QC検定）4級テキスト

Ver.2（4級の手引き）”（webサイトに掲載）から出題
されます。

◆試験の内容◆◆試験の内容◆◆試験の内容◆
下記はQC検定のレベル表をもとに試験範囲を要約しています。詳しい内容はQC検定センターWebページの
「どんな試験？」に掲載されている「品質管理検定レベル表（Ver.20081008.2）」をご確認ください。

◆QC検定に関するお問合せ・資料請求先◆
日本規格協会　QC検定センター

〒107-8440 東京都港区赤坂4-1-24 Tel 03-5770-1740（専用） 専用メールアドレス　kentei@jsa.or.jp
次のWebサイトでさらに詳しい内容をご覧いただけます。 http://www.jsa.or.jp http://www.juse.or.jp

一　　般
財団法人

合格基準

蘆総合得点概ね70%以上
蘆出題を論述・手法分野・
実践分野に分類し、各分
野概ね50%以上

蘆総合得点概ね70%以上
蘆出題を手法分野・実践分
野に分類し、各分野概ね
50%以上

蘆総合得点概ね70%以上


