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１．日経ＴＥＳＴの概要

1

①日経TESTとは何か

日経TESTは、「ビジネスに必要な知識の幅と量、および考える力」を測るテストです。生きた経済
から作成した問題を使い、5つの評価軸で表します。

②日経TESTの４つの種類
日経TESTには、4つの種類があります。目的や受験形態でお選びください。

全国一斉試験（オンライン試験）

最新の問題を使い、全国同日に一斉に受験するスタ

イル。インターネットに接続されたカメラ付きPCで受験

する。年に2回（6月、11月）実施。

全国の試験会場で実施していた筆記試験を

2020年秋より「オンライン試験」に変更。

内容は変えず、受験形態のみ変更。

→詳しくは2ページへ

企業・団体試験

全国一斉試験と同じコンセプトの試験を、企業・団

体内で実施するもの。社内の会議室などに集合して

受験する。任意の日時・場所で実施できる。

筆記試験（マークシートで受験する）

→詳しくは６ページへ

Web受験（PC等で受験する）

→詳しくは８ページへ

テストセンター試験

全国一斉試験と同じコンセプトの試験を、全国のテストセン

ター（約140か所のパソコン教室等）で受験する。

団体として受験チケットを購入したうえで、

受験者自身が利用しやすいテストセンター

を自ら選んで予約をし、テストセンター

のPCで受験する。

→詳しくは10ページへ

日経TEST研修ドリル

全国一斉試験と同じコンセプトの問題を使い、事後に解

説で振り返り学ぶために実施する。設問数・受験時間、

ともに全国一斉試験の半分。企業・団体内で、任意の

日時・場所で実施する。解説講座（オプション）もある。

筆記試験（マークシートで受験する）

→詳しくは12ページへ

Web受験（PC等で受験する）

→詳しくは15ページへ

解説講座を利用する

→詳しくは17ページへ



全国一斉試験

２．全国一斉試験（オンライン試験）
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①ご利用の流れ

詳細説明が必要な場合、お見積もりが必要な場合は、営業担当者にご
要請ください。以下の公式サイトからも情報をご確認いただけます。
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test.html

ご検討

申込手続

料金支払

受験票受取

受 験

結果受取

1.「団体受験申込書」のフォーマットを入手します。
フォーマットを、以下のいずれかで入手してください。
①ウェブサイトからダウンロードする

https://www.kentei-uketsuke.com/sys/nikkei-test/group

②営業担当者から入手する

2.団体受験申込書に、必要事項を記入し、受験者リストを用意します。
①申込書（企業名、担当者連絡先、各種オプションの設定等）
②受験者リスト
③受験規約への同意
※受験時間中は、受験している様子を録画します。あらかじめ受験者の理解を得たうえで
お申し込みください。

※受験には、利用環境に合致したカメラ付きパソコンが必要です。また、各種注意事項・禁
止行為があります。事前に受験者の皆様にご周知ください。

3.団体受験申込書を送付します。（申込締切 6/3 17:00）
申込締切厳守です。申込書内に指定された送付先にお送りください。
申込書を受理した後、日経TEST運営センターより折り返しのご連絡
を差し上げます。

4.日経TEST運営センターから、担当者あてに請求書が届きます。
銀行振込でお支払いください。

5.各受験者あてに、受験票が届きます。（6/18 発送予定）
受験票（メール）には、ログイン情報、注意事項、受験方法などが書かれています。受験票に
記載されている内容に沿って、受験の準備をします。
担当者には、ログイン情報の一覧をお送りします。

6.受験者自身のカメラ付きPCで受験します。（6/27 午前・午後）
受験票に記載された注意事項を踏まえ、画面の指示に従って受験します。十分な時間の余裕
をもってログインしてください。受験時間中は、カメラで録画をします。

7.「認定書（オンライン試験）」が届きます。（8月中旬）
受験日から約1か月後に、受験者あてに「認定書（オンライン試験）」が封書で届きます。
担当者あてには、「成績一覧表」と「団体分析表」が届きます（希望社のみ）。

https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test.html
https://www.kentei-uketsuke.com/sys/nikkei-test/group


全国一斉試験

２．全国一斉試験（オンライン試験）
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②各ステップのご留意点

【申込手続時の留意点】

●「団体受験申込書」のフォーマット（エクセル）の入手
ウェブサイト（https://www.kentei-uketsuke.com/sys/nikkei-test/group）からダウンロードするか、営
業担当者からお受け取りください。

●受験方法や準備の確認
「団体受験申込書」には、受験方法や準備すべきこと、利用規約や受験上の注意点が書かれています。ご一読の
うえ、事前に受験者にもご周知ください。
・録画について：「団体受験申込書」の[注意事項]に記載されています。
・利用環境について：「団体受験申込書」の[申請方法]のリンク先から確認できます。お申込前にご確認ください。
https://www.kentei-uketsuke.com/sys/nikkei-test/setup

・受験規約について：「団体受験申込書」の[受験規約]をお読みください。
https://www.kentei-uketsuke.com/img/sys/NTkiyaku.pdf

・注意事項・禁止事項・特記事項について：「団体受験申込書」に記載されています。
https://www.kentei-uketsuke.com/img/sys/NTProhibited.pdf

●「団体受験申込書」の記入
「団体受験申込書」のシートに必要事項をご記入ください。また「受験者一覧」のシートに受験者の情報をご記入く
ださい。

●受験時間の選択
受験時間は、「午前の部（10:40～12:00）」と「午後の部（14:10～15:30）」からお選びください。試験時
間の選択は先着順となります。お申し込みのタイミングによっては、ご希望の時間帯での受験が出来ない場合があり
ます。お早めにお申し込みください。なお受験可能回数はお1人様1回限りです。同日2回（午前、午後の併願）
はできません。

●受験資格について
当テストを受験できる方は、試験当日において日本国内に居住している方に限ります。

●お申し込みコードの入力
営業代理店等から全国一斉試験のご案内があった場合、またはチラシ・パンフレット等に「お申し込みコード」が記載
されている場合は、お申込書の所定の欄に、「お申し込みコード」欄に７桁の数字（６桁以下の場合は左詰で）
をご記入ください。

●「団体受験申込書」の送付（日経TEST運営センターあて）
送付は、データストレージにアップロードする方法でお願いいたします。アップロード先のURL等は、「団体受験申込
書」に記載されています。申込書を受け取りましたら、折り返し、日経TEST運営センターよりメールでご連絡差し上
げます。

●申込期限 2021年6月3日（木）17:00
申込期限は厳守してください。期限に間に合わなかった場合は、受験いただけません。

【料金支払（ご請求）について】

●請求書の発行
試験実施の2か月前に、日経TEST運営センターから請求書をお送りします（2か月以内にお申し込みいただいた
場合は受け付け次第お送りいたします）。銀行振り込みでお支払いください。

●営業代理店経由でお申し込みの場合
当該代理店からご請求いたします。

●支払期日について
お支払い期日は請求書発送から原則20日以内としております。ただし、会社の支払い期日が決まっている場合に
はご対応させていただきます。お申し込み時に申込書内「請求書発送について」欄にご記入ください。

●キャンセル・返金について
いったん受理されたお申し込みはキャンセルできません。また納入された受験料は返金できません。ご注意ください。

https://www.kentei-uketsuke.com/sys/nikkei-test/group
https://www.kentei-uketsuke.com/sys/nikkei-test/setup
https://www.kentei-uketsuke.com/img/sys/NTkiyaku.pdf
https://www.kentei-uketsuke.com/img/sys/NTprohibited_202011.pdf


全国一斉試験

２．全国一斉試験（オンライン試験）
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【受験票受取について】

●受験票（ログイン情報）送付 2021年6月18日（金）に発送予定
受験者あてに、メールで受験票（ログイン情報）をお送りします。
・送付先：受験者ご本人宛（申込書記載の個人メールアドレス宛に送付）
・送付方法：メール
・送付内容：①ログインページURL ②ログインID（受験番号） ③パスワード ④試験における注意事項
⑤[直前確認用]利用環境チェックページURL など

●担当者向けの案内
ご希望の団体のみ、お申込窓口となるご担当者様宛に、受験情報一覧を送付します。お申込書にご記入ください。

●受験票の未着・お問い合わせ
未着・または記載事項に誤りがあった場合は、以下の期間内に、日経TEST運営センターにご連絡ください。
【受験票未着問い合わせ期間】2021年6月21日（月）～6月25日（金）17:00

【受験について（試験の実施）】 2021年6月27日（日） 午前の部／午後の部

●当日の試験の進め方については、以下をご参照ください。
https://www.kentei-uketsuke.com/img/sys/NTEST_flow-simple.pdf

https://www.kentei-uketsuke.com/img/sys/NTEST_flow-simple.pdf


全国一斉試験
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●試験中止の際の対応
不測の事態（自然災害・新型感染症の流行・大規模通信障害など）の発生により、日経TESTの実施を中止
（延期）せざるを得ない場合が想定されます。 その場合、
①日経TESTのウェブサイト
②お申し込み時に登録いただいたメールアドレス宛のメール（メールアドレスの登録がない場合は郵便）
でお知らせいたします。試験については、あらためてご連絡させていただいた上で次回開催日（もしくは延期した日
程）に受験いただけるように手続きさせていただきます。〈お問い合わせは日経TEST運営センターで承ります〉

●実施状況ご案内ページ https://www.kentei-uketsuke.com/sys/ntest/jissijyokyo

【結果受取について】
●認定証（オンライン試験）の発送 2021年8月中旬に発送予定
全受験者にお申し込み時のご住所宛に郵送いたします。欠席・失格者への送付はありません。認定証（オンライン
試験）再発行期間は受験日から2年となります。試験結果に関する問い合わせ、異議申し立てには応じられませ
ん。予めご了承ください。なお、ご希望に応じて、窓口となるご担当者様宛に一括発送も可能です。

●「成績一覧表」「団体分析表」の送付
お申し込み時にご希望された場合に限り、窓口となるご担当者様宛にお届けいたします。

https://www.kentei-uketsuke.com/sys/ntest/jissijyokyo


企業・団体試験

1.申し込みを行います（試験実施日の10営業日前までに）
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group.html

上記の公式サイトの をクリックし、規約に同意し、
必要事項を記入して申し込みます。

３．企業・団体試験（筆記試験）
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①ご利用の流れ

詳細説明が必要な場合、お見積もりが必要な場合は、営業担当者にご
要請ください。以下の公式サイトにも詳細情報を掲載しています。
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group.html

ご検討

申込手続

実施準備

受 験

結果受取

料金支払 ５.請求書が届きます。銀行振込でお支払いください。

3.企業・団体内の試験会場で受験します。
試験監督官が立ち会います。試験資材は、試験監督官にお渡しくだ
さい。

４.成績表が届きます。
受験後7営業日後に担当者様あてに一括で発送します。

２.受験の準備・手配をします
日経TEST事務局から個別連絡でご案内いたします。主な準備内容
は以下のとおりです。

●「受験者名簿」と「試験監督官派遣依頼書」の提出
・「受験者名簿」と「試験監督官派遣依頼書」のフォーマットは、日経TEST事務局より

メール添付でお送りします。必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。詳細は次頁以降
をご参照ください。

・上記2点は、締切日までにご返送いただきますようお願いします。

●試験監督官派遣会社からのご連絡
・試験日の10日～1週間前に、試験監督官派遣会社からご連絡を差し上げます。

内容の確認と試験監督官についてご説明いたします。

・試験日の2営業日前に、試験監督官から最終確認のためのご連絡を差し上げます。

●試験資材の送付手配と受け取り（試験日の2営業日前までに送付）

●受験者への事前告知を行っていただく
など

https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group.html
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group.html


企業・団体試験

【申込手続時の留意点】

●筆記試験とWeb受験の選択
筆記試験とWeb試験は併用できます（本社は筆記試験、支店はWeb受験で実施するなど）。併用する場合は、お申し込
みフォーム（Web画面）で「筆記試験」を選び、ご要望・ご質問欄にその旨ご記入をお願いします。

●お申し込みコードの入力
営業代理店等からご案内があった場合、またはチラシ・パンフレット等に「お申し込みコード」が記載されている場合は、お申し
込み画面の「お申し込みコード」欄に７桁の英数字（６桁以下の場合は左詰で）をご記入ください。

●お申し込み後の変更・キャンセルについて
お申し込み後に受講者人数を変更したり、試験そのものをキャンセルする場合は、書面（電子メール）で日経TEST事務局
にお知らせください。キャンセル規定は以下の通りです。
[キャンセル規定] 試験実施日の13～４日前まで＝受験料の50％／３日前～当日＝受験料の全額

【実施準備時の留意点】

●日経TEST事務局からのご連絡
お申し込みフォームに入力、送信いただくと、折り返し日経TEST事務局よりご連絡いたします。個別のメールで、実施準備に
必要な手続きをご案内します。

●受験者名簿の記載とご提出
日経TEST事務局より、「受験者名簿」のフォーマット（Excelファイル）をお送りします。「受験番号」「氏名（漢字・カナ）の
入力をお願いいたします。受験番号は12桁の数字となっており、頭５桁は日経TEST事務局にて団体番号を付けさせていた
だきます。お申し込み団体では、それに続く７桁（通し番号や社員番号など任意）を設定してください。
なお、ご記入済みの受験者名簿のご提出は、以下のサイトからお願いします。アップロードいただいたデータを日経TEST事務
局で確認した後、ご連絡差し上げます。
https://www1.entryform.jp/ntest-list/

３．企業・団体試験（筆記試験）
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②各ステップのご留意点

受験番号（12桁）

団体番号(5桁)
（事務局で決定しま

す）

受験番号(7桁)
(お客様にお決めいただ

きます)

＋

・[受験番号]とは、受験者を識別するための12桁の
数字です。筆記試験の場合は解答用紙（マーク
シート）に記入する時に使用します。

・[団体番号]とは、ご利用の団体様に発行している５

桁の数字です。日経TEST事務局にて決定します。

入力いただく受験番号は７桁です。
＊＊＊＊＊＊＊

お客様側でお決めください

（0から始まる番号は使えません）

【受験者名簿の記入、受験番号の記載方法】

https://www1.entryform.jp/ntest-list/


企業・団体試験

●試験問題の選択
試験でご用意する試験問題のパターンを次の２種類よりお選びください。「受験者名簿」のフォーマットに選択肢がありますので、
ご希望のものを選んでチェックを入れてください（日経TESTでは、適正な評価をするために、1度受けた問題を再受験すること
はできません。同じ問題を再受験することを防ぐため、試験問題を選択していただいています）。
・全国一斉試験用に作成した問題
・企業団体試験でのみ使用する問題

●試験監督官の手配と派遣
会場には、必ず日経TEST事務局から試験監督官を派遣します（企業のご担当者様などの立ち合いでの代用は不可）。こ
の手配のため、「試験監督官派遣依頼書」（Excelファイル）に必要事項を記入し、ご提出をお願いします。派遣する試験
監督官の氏名等が決まりましたら、日経TEST事務局からご連絡いたします。試験日の10日～1週間前に、試験監督官派
遣会社からご連絡を差し上げ、内容の確認と試験監督官についてご説明いたします。また試験実施の2営業日前までに、試
験監督官から窓口となるご担当者様に、最終確認の電話連絡をします。
・50名または１会場に付き１名の試験監督官の派遣が必要です。
・日経TEST事務局よりお送りする「試験監督官派遣依頼書」には、お申し込み時に記入いただいた情報を転記しています。
もしも変更や追加があれば、修正のうえ、日経TEST事務局にご返送ください。
・試験監督官は、試験開始30分前に試験会場に到着いたします。到着時間のご指定がある場合は２営業日前の連絡時
に直接お伝えください。

●試験資材の送付手配と受け取り
試験日の2営業日前に、試験会場宛に試験資材をお送りいたしますので、お受け取りをお願いします。試験資材は、試験当
日に会場にご用意いただき、試験監督官にお渡しください。なお、試験資材のうち、問題用紙は開封しないようにご留意くださ
い（試験当日に、試験監督官が開封します）。

●受験者への事前告知
ご担当者様から受験者へ、以下を事前にお伝えください。
・各受験者に設定された「受験番号」 （マークシートに、受験者自身にご記入いただくため）
・受験時の持参物。「鉛筆またはシャープペンシル」と「消しゴム」（ボールペン類はNG。解答が機械で読み取れないため）

【受験時の留意点】

●試験監督官による運営
試験当日は、試験監督官が試験の実施運営を執り行います。試験監督官は、原則として試験開始30分前に到着いたします。
事前にお送りした試験資材は、試験会場にお持ちいただき、試験監督官にお渡しください。試験終了後は、試験監督官が試
験資材を持ち帰ります。

●受験者の出欠確認
窓口となるご担当者様には、受験者の出欠確認をお願いいたします。出欠状況の情報は、試験監督官にその場で共有いただ
けますようお願いします。

●受験者への告知内容の再確認
受験者への事前告知（各受験者の「受験番号」および「鉛筆orシャープペンシルと消しゴムの持参」）が伝わっているか、当日
ご確認いただくようお願いします。

【結果受取（成績表）について】

●成績表の送付時期と内容物
成績表は試験日から数えて、約７営業日後に発送します。ご担当者様に一括でお送りします。
・ 個人成績表：各受験者ごとの成績表。1人1枚（A4サイズ両面）の紙に印字したもの。
・ 成績一覧表：全受験者の成績を一覧にまとめたExcelファイル。
・ 団体分析表（オプション）：受験者全体の傾向を分析したExcelファイル。
・ 比較診断分析表（オプション）：ベンチマーク対象を設定し、受験者の傾向と比較した詳細分析のPDFファイル。

【料金支払（ご請求）について】

●ご請求書の発行
試験実施の後、日経TEST事務局より請求書を発行し、お送りいたします。請求書に記載されている振込先に、銀行振り込み
でお支払いください。振込手数料のお支払いは、ご利用企業・団体様にご負担いただきますようお願いします。なお、お支払い期
日は、請求書の発行日の「翌々月末」です。お支払い期日を過ぎる場合は、日経TEST事務局までお知らせください。

●ご請求額について
受験料やご利用のオプションの費用などをまとめてご請求書を発行します。なお、筆記試験を10名未満でご利用の場合は、受
験人数に関わらず10名分でご請求いたします。
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企業・団体試験

1.申し込みを行います（試験実施日の10営業日前までに）
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group.html

上記公式サイトの をクリックし、規約に同意し、必
要事項を記入して申し込みます。

４．企業・団体試験（Ｗｅｂ受験）

9

①ご利用の流れ

詳細説明が必要な場合、お見積もりが必要な場合は、営業担当者にご
要請ください。以下の公式サイトにも詳細情報を掲載しています。
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group.html

ご検討

申込手続

実施準備

受 験
結果受取

料金支払 4.請求書が届きます。銀行振込でお支払いください。

3.企業・団体内で受験します。
全ての試験が終了したら、日経TEST事務局にご連絡ください。
個人の成績は、試験が終了した時点で画面に表示されます。
成績一覧表などは、受験後7営業日後に担当者様あてに一括で発
送します。

２.受験の準備・手配をします
日経TEST事務局から個別連絡でご案内いたします。主な準備内容
は以下のとおりです。

●「受験者名簿」の提出
・「受験者名簿」のフォーマットは、日経TEST事務局よりメール添付でお送りします。

必要事項をご記入のうえ、ご返送ください（詳細は次頁以降）。

・このフォーマットには、受験者氏名のほか、実施試験の各種設定をご記入いただきます。
「試験問題の種類の選択」「個人成績表の表示の有無」等です（詳細は次頁以降）。

・「受験者名簿記」は、締切日までにご返送いただきますようお願いします。

●操作方法と動作環境の確認（詳細は次頁以降）

●受験番号（利用者ID）とパスワードの発行
・試験日の2営業日前までにお送りします。

●受験者への事前告知を行っていただく
など

https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group.html
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group.html


企業・団体試験

【申込手続時の留意点】

●筆記試験とWeb受験の選択
筆記試験とWeb試験は併用できます（本社は筆記試験、支店はWeb受験で実施するなど）。併用する場合は、お申し込
みフォーム（Web画面）で「筆記試験」を選び、ご要望・ご質問欄にその旨ご記入をお願いします。

●お申し込みコードの入力
営業代理店等からご案内があった場合、またはチラシ・パンフレット等に「お申し込みコード」が記載されている場合は、お申し
込み画面の「お申し込みコード」欄に７桁の英数字（６桁以下の場合は左詰で）をご記入ください。

●お申し込み後の変更・キャンセルについて
お申し込み後に受講者人数を変更したり、試験そのものをキャンセルする場合は、書面（電子メール）で日経TEST事務局
にお知らせください。キャンセル規定は以下の通りです。
[キャンセル規定] 試験実施日の13～４日前まで＝受験料の50％／３日前～当日＝受験料の全額

【実施準備時の留意点】

●日経TEST事務局からのご連絡
お申し込みフォームに入力いただくと、折り返し日経TEST事務局よりご連絡いたします。個別のメールで、実施準備に必要な
手続きをご案内します。

●受験者名簿の記載とご提出
日経TEST事務局より、「受験者名簿」のフォーマット（Excelファイル）をお送りします。「受験番号」「氏名（漢字・カナ）の
入力をお願いいたします。受験番号は12桁の数字となっており、頭５桁は日経TEST事務局にて団体番号を付けさせていた
だきます。お申し込み団体では、それに続く７桁（通し番号や社員番号など任意）を設定してください。
なお、ご記入済みの受験者名簿のご提出は、以下のサイトからお願いします。アップロードいただいたデータを日経TEST事務
局で確認した後、ご連絡差し上げます。
https://www1.entryform.jp/ntest-list/

４．企業・団体試験（Ｗｅｂ受験）
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②各ステップのご留意点

受験番号（12桁）

団体番号(5桁)
（事務局で決定しま

す）

受験番号(7桁)
(お客様にお決めいただきま

す)

＋

・[受験番号]とは、受験者を識別するための12桁の
数字です。筆記試験の場合は解答用紙（マーク
シート）に記入する時に使用します。

・[団体番号]とは、ご利用の団体様に発行している５

桁の数字です。日経TEST事務局にて決定します。

入力いただく受験番号は７桁です。
＊＊＊＊＊＊＊

お客様側でお決めください

（0から始まる番号は使えません ）

【受験者名簿の記入、受験番号の記載方法】

https://www1.entryform.jp/ntest-list/


企業・団体試験

●試験問題の選択
試験でご用意する試験問題のパターンを次の２種類よりお選びください。「受験者名簿」のフォーマットに選択肢がありますので、
ご希望のものを選んでチェックを入れてください。 （日経TESTでは、適正な評価をするために、1度受けた問題を再受験する
ことはできません。同じ問題を再受験することを防ぐため、試験問題を選択していただいています）。
・全国一斉試験用に作成した問題
・企業団体試験でのみ使用する問題

●個人成績表の表示の設定
試験が終了した時点で、画面上に個人成績表が表示されます。個人成績表は、印刷もしくはPDFで保存できます。ご要望
により、個人成績表を表示しない設定にすることもできます。成績を表示しない設定をご希望の場合は、受験者名簿の選択
肢にご記載ください。

●受験番号（利用者ID）とパスワードの発行
受験画面のログインに用いる受験番号（利用者ID）とパスワードは、受験者名簿を受領した後、１～２営業日で発行いた
します。受験番号（利用者ID）の有効期限は、原則として試験日から1か月です。有効期限を変更する場合は、日経
TEST事務局にご相談ください。発行後、以下のものをご担当者様にお送りします。
送付物 (1) 受験番号（利用者ID）とパスワードの一覧表（Excelファイル）

(2) 受験マニュアル（PDFファイル）

●操作方法と動作環境の確認
試験で使用する全ての端末で、下記URLにアクセスください。全５問の「日経TEST ＜操作確認用＞ 体験版試験」をお試
しいただき、体験版試験が正常に受験できることをご確認ください。
体験版試験URL： https://ntest.mc-plus.jp/exam/trial/
また、上記サイトの [メニュー]→[ご利用マニュアル]で、利用推奨環境をご確認いただけます。
なお、本番と全く同じ環境で動作環境を確認したい場合は、動作確認用のIDを発行いたします。日経TEST事務局にご連
絡ください。

●受験者への事前告知
ご担当者様から受験者へ、以下を事前にお伝えください。
・各受験者に設定された「受験番号（利用者ID）とパスワード」 （受験時にログインするために使用する）
・操作方法の確認（体験版試験URLにて、操作方法と利用端末で受験ができることを事前に確認する）
・受験マニュアル（PDFファイル）

【受験時の留意点】

●運営・会場について
Web受験には、試験監督官の派遣はありません。ご利用企業様にて実施・運営をお願いします。受験場所は必ずお申し込み
団体の施設内で実施することをお願いいたします。施設内であれば、会場や日程を分散して実施していただくのは構いません。

●試験終了のご連絡
すべての試験が終了したら、日経TEST事務局にご連絡ください。終了のご連絡を受けて、成績表の作成に着手します。

【結果受取（成績表）について】

●成績表の送付時期と内容物
成績表は試験日から数えて、約７営業日後に発送します。ご担当者様に一括でお送りします。
・ 個人成績表：各受験者ごとの成績表。1人1枚（A4サイズ両面）の紙に印字したもの。希望の場合のみ送付。
・ 成績一覧表：全受験者の成績を一覧にまとめたExcelファイル。
・ 団体分析表（オプション）：受験者全体の傾向を分析したExcelファイル。
・ 比較診断分析表（オプション）：ベンチマーク対象を設定し、受験者の傾向と比較した詳細分析のPDFファイル。

【料金支払（ご請求）について】

●ご請求書の発行
試験実施の後、日経TEST事務局より請求書を発行し、お送りいたします。請求書に記載されている振込先に、銀行振り込み
でお支払いください。振込手数料のお支払いは、ご利用企業・団体様にご負担いただきますようお願いします。なお、お支払い期
日は、請求書の発行日の「翌々月末」です。お支払い期日を過ぎる場合は、日経TEST事務局までお知らせください。

●ご請求額について
受験料やご利用のオプションの費用などをまとめてご請求書を発行します。なお、Web受験で5名未満でご利用の場合は、受験
人数に関わらず５名分でご請求いたします。
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テストセンター試験

1.受験チケットを購入します
https://school.nikkei.co.jp/nn/special/ntest/center.html

上記公式サイトの<お申し込みはこちら>をクリックし、規約に同意し、
必要事項を記入して申し込みます。並行して発行される請求書に基
づき料金をお支払いください。

2.受験チケットを受験者に配布します
納品された受験チケットを受験者に配布、受験までの手順を伝えます。
https://school.nikkei.co.jp/nn/special/ntest/individual/center.html

５．テストセンター試験（受験チケット利用）
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①ご利用の流れ

詳細説明が必要な場合、お見積もりが必要な場合は、営業担当者にご
要請ください。以下の公式サイトにも詳細情報を掲載しています。
https://school.nikkei.co.jp/nn/special/ntest/center.html

ご検討

申込手続
（料金支払）

受験予約

受験
結果受取

5.受験者は予約したテストセンターに行き、受験、結果を受け取ります
テストセンターで受験後、会場の受付にて認定証（成績表）をお受
け取りください。

※上記は、法人様で受験チケットを一括購入する場合の流れです。個人で受験する場合は、受験チケットは購入せず、受験予約の
際にクレジット決済かコンビニ払いでお支払いいただくことになります。

3.受験者自らが、受験の予約を取ります
以下の公式サイトで、受験者IDを登録します。
https://ntest.j-testing.jp/Account/regist
取得した受験者IDとパスワードで、以下のサイトにアクセスし、試験会場の空き
状況を見て予約します。
http://ntest.j-testing.jp/Reserve/Certification/Detail/1031

4.受験者に確認書メールが届きます
予約が完了すると、確認書メールが届きます。会場の情報や注意事
項はメールに記載されています。

6. 法人窓口の方が成績一覧表を受け取ります

「受験チケット」の有効期間経過後7営業日で、法人窓口の方へ「成
績一覧表」と「団体分析表（オプション）」をExcelファイルの形式で
お送りします。

https://school.nikkei.co.jp/nn/special/ntest/center.html
https://school.nikkei.co.jp/nn/special/ntest/individual/center.html
https://school.nikkei.co.jp/nn/special/ntest/center.html
https://ntest.j-testing.jp/Account/regist
http://ntest.j-testing.jp/Reserve/Certification/Detail/1031


テストセンター試験

【申込段階と料金支払（受験チケット購入）での留意点】

●お申し込み完了後のキャンセル、払い戻しは一切できません。

●受験回数制限

１年間に日経TESTテストセンター試験を受験出来る回数には制限があります。受験者の方が当該回数制限の対象となるこ
とがありますが、その場合もキャンセル、払い戻しは一切できません。未利用受験チケットは法人内でご活用ください。下記「受
験機会の上限」をご参照ください。

●最低受験人数

1回の申し込みに係る最低受験人数は5人です。

● 「受験チケット」の有効期限

「受験チケット」の有効期限は原則として3か月です。有効期間内に受験を完了いただきます。

●ご請求書の発行
受験チケットの発行後、日経TEST事務局より請求書を発行し、お送りします。請求書に記載されている振込先に、銀行振り
込みでお支払いください。振込手数料のお支払いは、ご利用企業・団体様にご負担いただきますようお願いします。なお、お支
払い期日は、請求書の発行日の「翌々月末」です。お支払い期日を過ぎる場合は、日経TEST事務局までお知らせください。

【受験者の受験予約時の留意点】

●受験予約について
テストセンターによって空き状況は異なります。平日のほか土曜日や日曜日にも受験可能な会場があります。遅くとも受験希
望日の７営業日前までに予約をお取りください。

●受験機会の上限
・受験できるのは、年間３回までです。
・テストセンターではテストセンター試験専用問題と年2回の全国一斉試験問題の合わせて3セットの問題が用意されています。
受験者が試験問題を選ぶことはできません。
・同一の受験者が同じ問題を2度受験することはできません（例えば年2回の全国一斉試験を受験していなければテストセン
ターで3回受験することが可能ですが、年2回の全国一斉試験を受験していればテストセンターでは1回のみの受験機会となり
ます。

【受験および結果受取時の留意点】

●受験者は「確認書メール」を確認する
受験予約をした後に「確認書メール」が届きます。受験者は、送付された確認書メールを印刷して受験時に持参してください。確
認書メールに、会場の場所、日時、持ち物、注意事項などが記載されています。

●本人確認について
受験に際しては、本人確認を行います。必ず規定された顔写真付きの身分証明書を携帯してください。以下のサイトでご確認く
ださい。 http://ntest.j-testing.jp/Reserve/Certification/Detail/1031

●認定証について
認定証は、試験終了後すぐに印刷・発行しますので、受験者がお持ち帰りください。なお、試験終了の翌日から28日間、試験
申込サイトのマイページで参照・印刷することもできます。

●法人窓口への成績報告について
「受験チケット」の有効期間経過後7営業日で、法人窓口の方へ「成績一覧表」と「団体分析表（オプション）」をExcelファイ
ルの形式でお送りします。ただし、試験結果の法人窓口の方への提供につき、受験者の同意が確認できない試験結果につきま
しては提供しかねますので、予めご了承ください。

●その他、詳細な受験時の注意
以下のサイトでご確認ください。 http://ntest.j-testing.jp/Reserve/Certification/Detail/1031

５．テストセンター試験（受験チケット利用）
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②各ステップのご留意点

http://ntest.j-testing.jp/Reserve/Certification/Detail/1031
http://ntest.j-testing.jp/Reserve/Certification/Detail/1031


日経TEST研修ドリル

1.申し込みを行います（試験実施日の10営業日前までに）
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50.html

上記公式サイトの をクリックし、規約に同意し、必
要事項を記入して申し込みます。解説講座をご希望の場合は、この
時にチェックを入れてください。

→解説講座の詳細については、21ページへ

６．日経ＴＥＳＴ研修ドリル（筆記試験）

14

①ご利用の流れ

詳細説明が必要な場合、お見積もりが必要な場合は、営業担当者にご
要請ください。以下の公式サイトにも詳細情報を掲載しています。
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50.html

ご検討

申込手続

実施準備

受 験
（解説講座）

結果受取

料金支払

4. 成績表が届きます。
受験後7営業日後に担当者様あてに一括で発送します。

3.受験します。
解答済みのマークシートは、原則として受験日当日のうちにご返送くだ
さい。解説講座を選択した場合は試験終了後に実施します。

→解説講座の詳細については、21ページへ

5.請求書が届きます。銀行振込でお支払いください。

２.受験の準備・手配をします
日経TEST事務局から個別連絡でご案内いたします。主な準備内容
は以下のとおりです。

●「受験者名簿」の提出
・「受験者名簿」のフォーマットは、日経TEST事務局よりメール添付でお送りします。

必要事項をご記入のうえ、ご返送ください（詳細は次頁以降）。

・上記は、締切日までにご返送いただきますようお願いします。

●解説講座（オプション）の実施準備
→解説講座の詳細については、21ページへ

●試験資材の送付手配と受け取り（試験日の2営業日前までに送付）

●受験者への事前告知を行っていただく
など

https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50.html
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50.html


日経TEST研修ドリル

【申込手続時の留意点】

●お申し込みコードの入力
営業代理店等からご案内があった場合、またはチラシ・パンフレット等に「お申し込みコード」が記載されている場合は、お申し
込み画面の「お申し込みコード」欄に７桁の英数字（６桁以下の場合は左詰で）をご記入ください。

●お申し込み後の変更・キャンセルについて
お申し込み後に受講者人数を変更したり、試験そのものをキャンセルする場合は、書面（電子メール）で日経TEST事務局
にお知らせください。キャンセル規定は以下の通りです。
[キャンセル規定] 試験実施日の13～４日前まで＝受験料の50％／３日前～当日＝受験料の全額

●解説講座（オプション）の選択
解説講座は、日経TEST研修ドリルの実施後に行うものです。実施形態や実施時間が選べます。
→詳しくは21ページへ

【実施準備時の留意点】

●日経TEST事務局からのご連絡
お申し込みフォームに入力いただくと、折り返し日経TEST事務局よりご連絡いたします。個別のメールで、実施準備に必要な
手続きをご案内します。

●受験者名簿の記載とご提出
日経TEST事務局より、「受験者名簿」のフォーマット（Excelファイル）をお送りします。「受験番号」「氏名（漢字・カナ）の
入力をお願いいたします。受験番号は12桁の数字となっており、頭５桁は日経TEST事務局にて団体番号を付けさせていた
だきます。お申し込み団体では、それに続く７桁（通し番号や社員番号など任意）を設定してください。
なお、ご記入済みの受験者名簿のご提出は、以下のサイトからお願いします。アップロードいただいたデータを日経TEST事務
局で確認した後、ご連絡差し上げます。
https://www1.entryform.jp/ntest-list/

６．日経ＴＥＳＴ研修ドリル（筆記試験）
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②各ステップのご留意点

受験番号（12桁）

団体番号(5桁)
（事務局で決定しま

す）

受験番号(7桁)
(お客様にお決めいただきま

す)

＋
・[受験番号]とは、受験者を識別するための12桁の
数字です。筆記試験の場合は解答用紙（マーク
シート）に記入する時に使用します。

・[団体番号]とは、ご利用の団体様に発行している５

桁の数字です。日経TEST事務局にて決定します。

入力いただく受験番号は７桁です。
＊＊＊＊＊＊＊

お客様側でお決めください

（0から始まる番号は使えません ）

【受験者名簿の記入、受験番号の記載方法】

https://www1.entryform.jp/ntest-list/


日経TEST研修ドリル

●試験資材の送付手配と受け取り
試験日の2営業日前に、試験会場宛に試験資材をお送りいたしますので、お受け取りをお願いします。
内容物 (1) 研修ドリル問題冊子

(2) マークシート（解答用紙）
(3) 正解と解説冊子
(4) 返却用封筒
(5) 返却用着払い宅配便伝票 等

●受験者への事前告知
ご担当者様から受験者へ、以下を事前にお伝えください。
・各受験者に設定された「受験番号」 （マークシートに、受験者自身にご記入いただくため）
・受験時の持参物。「鉛筆またはシャープペンシル」と「消しゴム」（ボールペン類はNG。解答が機械で読み取れないため）

●解説講座（オプション）の準備
解説講座を実施する場合は、試験資材に加え、解説講座用の資材やご用意いただくものがあります。
→詳しくは21ページへ

【受験時の留意点】

●受験者の出欠確認
受験者の出欠確認をお願いいたします。

●当日の運営
試験監督官の派遣はありません。実施運営はご利用企業・団体様にて責任ある実施をお願いいたします。以下はタイムスケ
ジュールの例です。
なお、解説講座（オプション）の運営については、実施形態によって運営方法が異なります。
→詳しくは21ページへ

●解答済みマークシートの回収
解答（記入）済みのマークシートは、納品資材に同梱する返送用の着払い宅配便伝票を使い、原則として実施の当日に発
送をお願いいたします。

●受験者への告知内容の再確認
受験者への事前告知（各受験者の「受験番号」および「鉛筆orシャープペンシルと消しゴムの持参」）が伝わっているか、当日
ご確認いただくようお願いします。

16

問題（冊子） マークシート用紙 正解と解説（冊子）

実施のタイムスケジュール（例）

10分 受験者へのマークシート・問題冊子の配布、タイムスケジュール、注意事項の説明

40分 試験時間 時間計測と開始・終了の宣告

10分 マークシートの回収、「正解と解説」冊子の配布、自己採点

90分～ 解説講座の実施（オプション） （資料配布、講義実施）



日経TEST研修ドリル

【結果受取（成績表）について】

●成績表の送付時期と内容物
成績表は試験日から数えて、約７営業日後に発送します。ご担当者様に一括でお送りします。
・ 個人成績表：各受験者ごとの成績表。1人1枚（A4サイズ両面）の紙に印字したもの。
・ 成績一覧表：全受験者の成績を一覧にまとめたExcelファイル。

【料金支払（ご請求）について】

●ご請求書の発行
試験実施の後、日経TEST事務局より請求書を発行し、お送りいたします。請求書に記載されている振込先に、銀行振り込み
でお支払いください。振込手数料のお支払いは、ご利用企業・団体様にご負担いただきますようお願いします。なお、お支払い期
日は、請求書の発行日の「翌々月末」です。お支払い期日を過ぎる場合は、日経TEST事務局までお知らせください。

●ご請求額について
受験料やご利用のオプションの費用などをまとめてご請求書を発行します。なお、筆記試験を10名未満でご利用の場合は、受
験人数に関わらず10名分でご請求いたします。

17

個人成績表成績一覧表（受験者の成績を一覧にまとめたもの）



日経TEST研修ドリル

1.申し込みを行います（試験実施日の10営業日前までに）
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50.html

上記公式サイトの をクリックし、規約に同意し、
必要事項を記入して申し込みます。解説講座をご希望の場合は、こ
の時にチェックを入れてください。
→解説講座の詳細については、21ページへ

７．日経ＴＥＳＴ研修ドリル（Ｗｅｂ受験）
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①ご利用の流れ

詳細説明が必要な場合、お見積もりが必要な場合は、営業担当者にご
要請ください。以下の公式サイトにも詳細情報を掲載しています。
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50.html

ご検討

申込手続

実施準備

受 験
成績表示
（解説講座）

結果受取

料金支払 ５.請求書が届きます。銀行振込でお支払いください。

４.成績一覧表が届きます
（受験後7営業日後に担当者様あてに送付）

３.受験します
個人成績表は試験が終了した時点で画面に表示されます。印刷、ダ
ウンロードして保存します。正解と解説も表示されますが印刷やダウン
ロードはできません。解説講座を選択した場合は試験終了後に実施
します。

→解説講座の詳細については、21ページへ

２.受験の準備・手配をします
日経TEST事務局から個別連絡でご案内いたします。主な準備内容
は以下のとおりです。

●「受験者名簿」の提出
・「受験者名簿」のフォーマットは、日経TEST事務局よりメール添付でお送りします。

必要事項をご記入のうえ、ご返送ください（詳細は次頁以降）。

・締切日までにご返送いただきますようお願いします。

●操作方法と動作環境の確認（詳細は次頁以降）

●解説講座（オプション）の実施準備
→解説講座の詳細については、21ページへ

●受験番号（利用者ID）とパスワードの発行
・試験日の2営業日前までにお送りします。

●受験者への事前告知を行っていただく
など

https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50.html
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50.html


日経TEST研修ドリル

【申込手続時の留意点】

●お申し込みコードの入力
営業代理店等からご案内があった場合、またはチラシ・パンフレット等に「お申し込みコード」が記載されている場合は、お申し
込み画面の「お申し込みコード」欄に７桁の英数字（６桁以下の場合は左詰で）をご記入ください。

●お申し込み後の変更・キャンセルについて
お申し込み後に受講者人数を変更したり、試験そのものをキャンセルする場合は、書面（電子メール）で日経TEST事務局
にお知らせください。キャンセル規定は以下の通りです。
[キャンセル規定] 試験実施日の13～４日前まで＝受験料の50％／３日前～当日＝受験料の全額

●解説講座（オプション）の選択
解説講座は、日経TEST研修ドリルの実施後に行うものです。実施形態や実施時間が選べます。
→詳しくは21ページへ

【実施準備時の留意点】

●日経TEST事務局からのご連絡
お申し込みフォームに入力いただくと、折り返し日経TEST事務局よりご連絡いたします。個別のメールで、実施準備に必要な
手続きをご案内します。

●受験者名簿の記載とご提出
日経TEST事務局より、「受験者名簿」のフォーマット（Excelファイル）をお送りします。「受験番号」「氏名（漢字・カナ）の
入力をお願いいたします。受験番号は12桁の数字となっており、頭５桁は日経TEST事務局にて団体番号を付けさせていた
だきます。お申し込み団体では、それに続く７桁（通し番号や社員番号など任意）を設定してください。
なお、ご記入済みの受験者名簿のご提出は、以下のサイトからお願いします。アップロードいただいたデータを日経TEST事務
局で確認した後、ご連絡差し上げます。
https://www1.entryform.jp/ntest-list/

７．日経ＴＥＳＴ研修ドリル（Ｗｅｂ受験）
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②各ステップのご留意点

受験番号（12桁）

団体番号(5桁)
（事務局で決定しま

す）

受験番号(7桁)
(お客様にお決めいただきま

す)

＋

・[受験番号]とは、受験者を識別するための12桁の
数字です。筆記試験の場合は解答用紙（マーク
シート）に記入する時に使用します。

・[団体番号]とは、ご利用の団体様に発行している５

桁の数字です。日経TEST事務局にて決定します。

入力いただく受験番号は７桁です。
＊＊＊＊＊＊＊

お客様側でお決めください

（0から始まる番号は使えません）

【受験者名簿の記入、受験番号の記載方法】

https://www1.entryform.jp/ntest-list/


日経TEST研修ドリル

●受験番号（利用者ID）とパスワードの発行
受験画面のログインに用いる受験番号（利用者ID）とパスワードは、受験者名簿を受領した後、１～２営業日で発行いた
します。受験番号（利用者ID）の有効期限は、原則として試験日から1か月です。有効期限を変更する場合は、日経
TEST事務局にご相談ください。発行後、以下のものをご担当者様にお送りします。

送付物 (1) 受験番号（利用者ID）とパスワードの一覧表（Excelファイル）
(2) 受験マニュアル（PDFファイル）

●操作方法と動作環境の確認
試験で使用する全ての端末で、下記URLにアクセスください。全５問の「日経TEST ＜操作確認用＞ 体験版試験」をお試
しいただき、体験版試験が正常に受験できることをご確認ください。
体験版試験URL： https://ntest.mc-plus.jp/exam/trial/
また、上記サイトの [メニュー]→[ご利用マニュアル]で、利用推奨環境をご確認いただけます。
なお、本番と全く同じ環境で動作環境を確認したい場合は、動作確認用のIDを発行いたします。日経TEST事務局にご連
絡ください。

●受験者への事前告知
ご担当者様から受験者へ、以下を事前にお伝えください。
・各受験者に設定された「受験番号（利用者ID）とパスワード」 （受験時にログインするために使用する）
・操作方法の確認（体験版試験URLにて、操作方法と利用端末で受験ができることを事前に確認する）
・受験マニュアル（PDFファイル）

●解説講座（オプション）の準備
→詳しくは21ページへ

【受験時の留意点】

●運営について
Web受験には、試験監督官の派遣はありません。実施運営はご利用企業・団体様にて責任ある実施をお願いいたします。
なお、解説講座（オプション）を実施する場合は、解説講座の開始前に、全員がWeb受験を終わらせるようにご案内ください。
なお、解説講座の運営については、実施形態によって運営方法が異なります。
→詳しくは21ページへ

●試験終了のご連絡
すべての試験が終了したら、日経TEST事務局にご連絡ください。終了のご連絡を受けて、成績表の作成に着手します。

【結果受取（成績表）について】

●成績表の送付時期と内容物
成績表は試験日から数えて、約７営業日後に発送します。ご担当者様にお送りします。
・ 成績一覧表：全受験者の成績を一覧にまとめたExcelファイル。
（個人成績表は、受験者ご本人の画面上に表示されます）

【料金支払（ご請求）について】

●ご請求書の発行
試験実施の後、日経TEST事務局より請求書を発行し、お送りいたします。請求書に記載されている振込先に、銀行振り込み
でお支払いください。振込手数料のお支払いは、ご利用企業・団体様にご負担いただきますようお願いします。なお、お支払い期
日は、請求書の発行日の「翌々月末」です。お支払い期日を過ぎる場合は、日経TEST事務局までお知らせください。

●ご請求額について
ご請求額は、公式Webサイトでお申込みいただいた人数分（途中で人数の追加があった場合は、それを加算して）で発行い
たします。なお、Web受験で5名未満でご利用の場合は、受験人数に関わらず５名分でご請求いたします。
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https://ntest.mc-plus.jp/exam/trial/
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基本的なプログラムはすべて同じです。実施時間・実施形態により、ワークの種類が進め方が変わり
ます。内容のカスタマイズはできません（カスタマイズご希望の場合は、経済知力研修をご利用くださ
い）。

８．日経ＴＥＳＴ研修ドリル 解説講座
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「日経TEST研修ドリル解説講座」は、試験を受けた後に、解説のための講義やレク
チャーを行うオプションサービスです。実施形態・講座時間により、内容や運営方法が
異なります。

②実施形態による違い

［2］
ライブ研修

[1]
集合研修

［3］
オンライン版

受講場所

受講の
タイミング

オンライン オンライン会場に集合

決まった時間に一斉 決まった時間に一斉
オンデマンド

（受講期間中であれば自由）

講座時間 90分・120分から選択 90分・120分から選択 80分

①基本的なプログラム

１．はじめに（日経 TESTの目的と仕組み）
２．ビジネス知識を増やす ～経済、産業、企業の現状とトレンド、課題～

(1)基礎知識（Basic)
(2)実践知識（Knowledge）
(3)視野の広さ（Sensitive）

３．考える力を伸ばす ～知識を知恵に、知恵を活用する～
(4)知識を知恵にする力（Induction)
(5)知識を活用する力（Deduction）

ワークの
種類

90分：原則、個人ワーク
120分：個人ワークとグループ討議

90分：個人ワーク
120分：個人ワークとグループ討議 個人ワークのみ
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③実施運営について
[1]集合研修の場合

項目 説明

ご用意い
ただくもの

●研修会場（原則としてスクール形式。講師卓として長机をご用意ください）

●機材・設備類
・講師用のPC（USB端子が1つ以上あるWindowsパソコン。パワーポイントが使えるもの）
・プロジェクターとスクリーン（講師用のPCと接続する）
・講師用のピンマイク1個／受講者用のワイヤレスハンドマイク1本
・講師用ホワイトボード

受講者へ
の配布物

①日経TEST研修ドリルの正解と解説（冊子）：日経TEST研修ドリルの筆記試験用の資材
です。Web受験の場合は、冊子の配布はありません。
②解説講座のテキスト：事前にPDFデータを送付します。指定された体裁で必要部数を印刷し
てください。
③当日の新聞：当日の早朝に、会場近くの販売店から必要部数を配達します。

当日運営
について

●当日、講師卓には、以下のものをご用意ください。
・講師用のPC（映写用のパワーポイントデータを保存しておく）
・受講者用資料と同じもの一式
・受講者名簿（指名して発言を促すのに使用。使用後返却します）
・講師用の水（ペットボトル）
●全体の進行役（研修の開始の合図、冒頭の趣旨説明や時間管理など。日経TEST研修ド
リルの実施・運営も含む）は、ご担当者様にお願いいたします。

●講師は、解説講座開始の20分前にご指定の場所に伺います。受け入れをお願いいたします。
●受講者用資料の②③は、「解説講座が開始されるタイミング」で配布をお願いします。日経
TEST研修ドリルの終了前には配布しないようにご留意ください。

その他
留意点

●講師が講義で使用する映写資料（パワーポイント）は、事前にお送りします。講師用のPC
にセットし、スライドショーで映写できることをご確認ください。なお、講師はクリッカーを持参し、
USB端子を使います。USB端子がない場合は、クリッカーをご用意ください。

●研修に使う資材等の著作物は、すべて日本経済新聞社もしくは講師に帰属するもので、あら
かじめお申し込みのあった受講者が講座を受けるためにご提供しているものです。目的外での
資料の「複製・保存・配布・共有」は、固くお断りいたします。利用が終わり次第、速やかに消
去していただけますようお願いいたします。

●研修内容の動画の録画、音声の録音、および会場以外への同時中継は、お断りいたします。
記録用に録画・撮影をご希望の場合は、事前に日経TEST事務局にご相談ください。

●受講者用資料の②テキストについては、印刷した資料を納品することも可能です（１人分
1,000円）。ご希望の場合は、日経TEST事務局にご相談ください。

●講師の交通費・宿泊費が発生する場合には、実費相当額を別途加算でご請求申し上げま
す。講師の交通・宿泊の手配は、弊社で行います。研修実施会場が東京23区内の場合は、
交通費はご請求しません。
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項目 説明

ご用意いただくもの ●ライプ研修に使用するオンラインミーティングツールとホスト役

●ライブ研修を講義する会場（ホスト役と講師が連携して講義を放映する部屋）

●機材・設備類
・講師用のPC（パワーポイントが使えるもの）
・大型モニター（受講者の顔を一覧で表示。講師が常時見るために使用）

実施準備 ●ホスト役は（全体の進行、受講者アナウンス、受講者対応役）は、お客様企業・団体でご
対応ください（日経側でオンラインミーティングツールやホスト役を準備する場合は有料です）。

●講師は、原則として企業・団体様に出向き、ホスト役の方と連携をとりながら解説講座を行い
ます。オンラインミーティングツールの使い方のサポートをお願いいたします。

●講座の1か月前までに、次ページの「ヒアリングシート」に必要事項をご記入いただき、日経
TEST事務局にお送りください。

●オンラインミーティングのURL等のアクセス情報は、講座実施日の1週間前までに発行していた
だき、日経TEST事務局にお知らせいただきますようお願いします。

●講師が講義で使用する映写資料（パワーポイント）は、事前にお送りします。講師用のPC
にセットし、スライドショーで映写できることをご確認ください。

受講者への
配布物

●受講者用配布資料（PDF、講師が映写した資料からの抜粋）は、事前にお送りしま

す。研修の終了後に受講者にお送りください（テスト問題の解説が書かれているので、受
験前に配布しないようにご留意ください）。

事前に
受講者に
お伝えいただくこと

●受講時に手元に用意しておくもの
・日経TEST研修ドリルを筆記試験で受けた場合は、「問題」と「正解と解説」。Web受験の
場合は、「成績表」。
・メモと筆記用具

●原則として、カメラをオン、音声をミュートでご参加ください。講師から発言を促された時には、
音声のミュートを解除して発話してください。

当日運営
について

●当日の進行や受講者対応は、ホスト役にお願いします。講座の終了後に受講者用資料を配
布してください。

●講師は、講座開始の30分前にご指定の場所に出向きます。受け入れのご対応と、オンライン
ミーティングツールの使い方のサポートをお願いいたします。

●当日、講師の手元には、以下のものをご用意ください。
・講師用のPC（映写用のパワーポイントデータを保存しておく）
・大型モニター（受講者の顔を一覧で表示。講義中に講師が閲覧するために使用）
・映写用データを印刷したもの（両面、２in1で印刷しておく）
・受講者名簿（指名して発言を促すのに使用。使用後返却）
・講師用の水（ペットボトル）

その他
留意点

●研修に使う資材等の著作物は、すべて日本経済新聞社もしくは講師に帰属するもので、あら
かじめお申し込みのあった受講者が講座を受けるためにご提供しているものです。目的外での
資料の「複製・保存・配布・共有」は、固くお断りいたします。利用が終わり次第、速やかに消
去していただけますようお願いいたします。

●研修内容の動画の録画、音声の録音は、お断りいたします。記録用に録画・撮影をご希望の
場合は、事前に日経TEST事務局にご相談ください。

●日経側でオンラインミーティングツールの用意・設置やホスト役を担う場合は、6万円（税別）
をご請求いたします。

●講師の交通費・宿泊費が発生する場合には、実費相当額を別途加算でご請求申し上げま
す。講師の交通・宿泊の手配は、弊社で行います。研修実施会場が東京23区内の場合は、
交通費はご請求しません。

③実施運営について
[2]ライブ研修の場合
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項目 説明

使用ソフト
Zoom ・ Teams ・ Google Meet ・ Google Hangout ・
WebEX meeting ・ WebEX Traning ・ その他（ ）

ホスト役

運用する方のお名前：

運用する場所：

講師の
講義場所

□ホストと同じ部屋で講義する
□ホストとは異なる場所で講義する
□日本経済新聞社の社内から講義する
・原則として、ホストと同じ室内で連携しながらの講義がベターです。

受講者の
受講環境

受講者が使用する媒体をお選びください
□PC □タブレット □スマホ
□混在状態、人によってまちまち □その他（ ）

受講者が使用する回線についてお選びください。
□会社が用意（種類： ）
□個人が用意 □人によってまちまち

インターフェースについて
□アプリを使用する □ブラウザを使用する
□人によってまちまち

複数の端末で入る人はいますか？ （ いる ・ いない ・ 人による ）

120分版を
ご利用の方へ

オンラインでのディスカッションの運営をどのように行うか？
□使用ソフトに付属している機能（ブレークアウトセッション等）を使う
□グループディスカッション用の別ミーティングを設定し、使い分ける
※グループディスカッションの実施が難しい場合は、90分版をご利用ください。

オンラインでのディスカッションの運営に、受講者は慣れていますか？
□日常的に使用している。慣れている。
□過去に実施したことがある。ある程度慣れている。
□実施したことがない人が多い。慣れていない。
※ディスカッションへの参加方法などの受講者への説明は、ホスト役にお願いいたします。

お早目にご提出ください（締切日：実施日の1か月前）

③実施運営について
[2]ライブ研修のヒアリングシート
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項目 説明

ご用意いただく
もの

●受講者が受講できる環境（利用推奨環境に合致し、インターネットに接続できる端末）

受講者への
配布物

●ユーザIDとパスワード
●受講の手引き（PDF、受講マニュアル）

※本講座には、テスト問題の解説が含まれているため、テストの受験前に受講生が視聴しない
ようご留意ください。

※受講者向けのテキスト（PDF）は、受講者自身が教材画面からダウンロードします。

運用上の
留意点

●受講期間は、原則としてユーザID発行日から1か月です。この期間内は、何度でも講座
を視聴することが可能です。

●原則として5名以上でのお申し込みをお願いいたします。

その他
留意点

●研修に使う資材等の著作物は、すべて日本経済新聞社もしくは講師に帰属するもので、あら
かじめお申し込みのあった受講者が講座を受けるためにご提供しているものです。目的外での
資料の「複製・保存・配布・共有」は、固くお断りいたします。

●受講期間の延長をご希望の場合は、必ずお申し込み時に日経TEST事務局にご連絡くださ
い。事後の期間延長はできません。なお、延長料金は 1か月につき600円／人（税別）で
す。

Eラーニングです。受講者ひとり一人に「ユーザIDとパスワード」を発行し、定められた期間内に受講す
るものです。インターネットに接続した端末があれば、いつでもどこでも受講ができます。

利用推奨環境

項目 説明

■Windows： Windows8.1 、 Windows10
Microsoft Edge 最新版
Google Chrome 最新版

■Mac OS ： Mac OS X v.10.10 以上
Safari 最新版

・画像解像度 1024×768 ピクセル以上
・Adobe Reader（認定証表示に必要）
・JavaScriptが動作する設定となっていること
・Cookieが使用できる設定となっていること
・Web Storage(DOM Storage）が有効化され
ていること

③実施運営について
[3]オンライン版の場合



【申込手続きに関するご質問】

Q.公式サイトで申し込もうとしたら、規約への同意が求められました。規約の内容を教えてください。
A.日経TESTでは、実施形態や種類により、それぞれ個別の規約があります。

●日経TEST 全国一斉試験（オンライン試験） 受験規約
https://www.kentei-uketsuke.com/img/sys/NTkiyaku.pdf

●日経TEST 企業・団体試験 受験規約
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group_rule.html

●日経TESTテストセンター試験 受験規約
https://ntest.j-testing.jp/Account/regist

●日経TEST研修ドリル 受験規約
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50_rule.html

Q.見積書の発行をお願いしたいです。
A. 営業担当者にお申し付けください。特定の営業担当者がいない場合は、以下のサイトから「見積も
り希望」の旨をお書き添えいただき、ご要請ください。
https://schoolform.nikkei.co.jp/IQ-ntest.html

【実施準備に関するご質問】

Q.受験者名簿の「受験番号」とは何ですか？
A.「受験番号」とは、受験者を識別するための8桁の
数字です。筆記試験の場合は解答用紙（マーク
シート）に記入したり、Web受験の場合はログイ
ンするときに使用します。テストセンター試験以外
の受験方法の場合、必ずこの12桁の受験番号が
必要となります。

Q.「受験番号」はどうやって決めればいいですか？
A.「受験番号」は、12桁の数字です。12桁のうち、頭の5桁は[企業番号]で、日経TEST事務局で
決めています。後ろの7桁は、それぞれのご利用企業様で任意に決めていただけます。通し番号でも
構いませんし、従業員番号などをご利用になられるケースも多いようです。

Q.日経TESTを利用する場合、受験者の個人情報は必要ですか？
A.必要です。日経TESTでは、テストの客観性・公正性を保つため、原則として本人確認を行っていま
す。そのため、ご利用にあたっては受験者名簿に氏名を記載のうえご提出いただいております。いただ
いた一覧表を参考に、本人確認を実施したり、成績表を作成したり、受験回数制限をオーバーして
いないかのチェックを行うなどの目的で使用しています。
なお、「日経TEST研修ドリル」のような教育目的の場合は、個人情報を登録せずにご利用いただく
ことも可能です（その場合、成績表などもすべて名前が入らない形で作成することになります）。ま
た、テストセンター試験の場合は、個人情報をご本人様から直接いただくため、法人のご担当者様
からリスト等をいただくことはございません。

９．よくある質問

受験番号（12桁）

団体番号(5桁)
（事務局で決定しま

す）

受験番号(7桁)
(お客様にお決めいただきま

す)

＋

https://www.kentei-uketsuke.com/img/sys/NTkiyaku.pdf
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/group_rule.html
https://ntest.j-testing.jp/Account/regist
https://school.nikkei.co.jp/special/ntest/test50_rule.html
https://schoolform.nikkei.co.jp/IQ-ntest.html
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Q.「企業団体試験」や「日経TEST研修ドリル」の受験者名簿は、どうやって日経TEST事務局に送
ればいいですか？

A. 「企業団体試験」や「日経TEST研修ドリル」の受験者名簿は、以下のサイトからアップロードしてく
ださい。個人情報を授受するためのセキュアなサイトです。
https://www1.entryform.jp/ntest-list/
アップロードいただいたデータを日経TEST事務局で確認した後、ご連絡差し上げます。

Q.個人情報のやり取りをする場合、会社で方法・使用するストレージが決められています。受験者名
簿や成績表のやり取りはどうずればいいでしょうか？

A.日経TEST事務局にご相談ください。個別にご相談のうえ、やり取り方法を検討いたします。

Q.「企業・団体試験」で、問題の種類を選ぶようになっています。どういう違いがあるのでしょうか？なぜ
選ぶ必要があるのでしょうか？

A. 同じ人が同じ問題を受験すると、正確にスコアを判定することができなくなります。そのため、過去の
受験との出題の重複を避けるため、選んでいただくようになっています。初めてご利用の場合は、あま
りこだわる必要はありません。

Q.試験資材は、いつごろ、どうやって届くのでしょうか？
A.試験資材は、原則として2営業日前までに、ご指定のお届け先に宅配便でお届けします。Web受
験の場合は、同じく2営業日前までに、メールやストレージ経由でお送りします。

Q.届いた試験資材は、どうすればいいのでしょうか？当日まで保管しておけばいいですか？
A.届いた試験資材のうち、問題用紙以外は開封して中を確認いただいて構いません。問題用紙は、
試験監督官が当日開封することになっています。間違って開封しないようにご留意ください。

Q.受験番号は、日経TEST事務局から直接、受験者それぞれに送ってもらえませんか？
A.Web試験に限り、受験番号（利用者ID）とパスワードを、メールで直接受験者個人にお知らせす
ることは可能です。その場合は、日経TEST事務局にご相談ください。受験者名簿の備考欄に、各
受験者のメールアドレスをご記入ください。
なお、メールの未着を防ぐため、携帯電話のメールアドレスやフリーメールアドレスのご利用はお控えく
ださい。また、日経TEST事務局からのメール配信と並行して、担当者様から受験者の方への確認
やリマインドのご連絡をしていただけますようお願いいたします。

【試験実施に関するご質問】

Q.企業・団体試験の筆記試験では、試験監督官が必要とされていますが、これは人事担当者など社
内のメンバーで対応できますか？試験監督官の派遣を受けずに実施する方法はないのでしょうか？

A.企業・団体試験の筆記試験では、「日経TEST事務局から派遣する試験監督官」の立ち合いが必
要です。社内の方の立ち合いで代用することはできません。なお、試験監督官の派遣を受けずに日
経TESTを実施したいのであれば、「企業・団体試験のWeb受験」もしくは「日経TEST研修ドリル」
のご利用をご検討ください。

Q.受験場所は、どこでもいいのでしょうか？
A.企業・団体試験の場合は、事業所内・会社施設内での受験をお願いします。事業所内・会社施
設内であれば、日時や場所を分散して受験しても構いません。ご自宅での受験をご希望の場合は、
「全国一斉試験（オンライン試験）」か「日経TEST研修ドリル」をご利用ください。

https://www1.entryform.jp/ntest-list/
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Q.Web受験が可能になる時刻、受験が出来なくなる時刻を、詳しく教えてください。
A.開始日の0:00から、終了日の23:59まで、ログインして受験することができます。

【結果報告に関するご質問】

Q.「企業団体試験」や「日経TEST研修ドリル」の個人成績表は、日経TEST事務局から直接、受
験者それぞれに送ってもらえませんか？

A.恐れ入りますが、お受けいたしかねます。個人成績表は紙で出力しているため、日経TEST事務局
から受験者個人あての配布・送付はできません。なお、「全国一斉試験（オンライン試験）」の結
果は、日経TEST運営センターより個別に発送しています。

Q.個人成績表は紙で出力したものをいただいていますが、PDFで送ってもらえますか？
A.個人成績表は紙で作成しているため、紙の状態でご納品しております。全受講者分を一括して

PDF化することは可能ですので、必要な場合は、日経TEST事務局にご相談ください。受験者ごと
に個別のPDFファイルを作成することはできません。

Q.日経TESTの結果は、いつ頃届きますか？
A.受験形態により異なります。
●全国一斉試験：受験日から約1か月後に発送。
●企業・団体試験：受験日から7営業日後に発送。
●テストセンター試験：受験日当日、受験者本人に結果をお渡し。法人窓口の方へは「受験チ
ケット」の有効期間経過後7営業日で、「成績一覧表」と「団体分析表（オプション）」をExcelファ
イルの形式で送付。
●日経TEST研修ドリル・筆記試験：受験日から7営業日後に発送。
●日経TEST研修ドリル・Web受験：受験日当日、受験者本人に結果を通知。
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【料金支払に関するご質問】

Q.請求書はいつ頃届きますか？
A.「企業・団体試験」および「日経TEST研修ドリル」では、受験が終わった後に発行しています。概ね
受験日から７～10営業日程度で発行しています。
「テストセンター試験」の受験チケット購入の代金については、チケット購入から、７～10営業日程
度で発行しています。

Q.振込期日はいつですか？
A.請求書発行日の「翌々月末」で発行しています。お支払い期日を過ぎる場合は、日経TEST事務
局までお知らせください。

Q.振込先を教えてください。
A.振込先は、以下の口座、いずれも可能です。

三菱東京UFJ銀行 京橋中央支店 当座 0039825
三井住友銀行 東京中央支店 当座 0258021
りそな銀行 日本橋支店 当座 0803453
みずほ銀行 兜町支店 当座 0100152

口座名義 株式会社日本経済新聞社



１０．ご連絡先
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日経TESTに関する各種お問い合わせ先です。

【全国一斉試験】のお問い合わせ
☞日経TEST運営センター
【全国一斉試験】の個人・法人からの申込受付、受験票の発行、試験の運営、認定証（オンラ
イン試験）の発行等を行っています。【全国一斉試験】の受験票の未着・受験についてのお問い
合わせなどもこちらでお受けしています。

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28－４
神田東松下町飯田鋲螺ビル 日販セグモ株式会社内

ntest@kentei-uketsuke.com 03(6627) 6315
営業時間：営業日の10：00～17：00
営業日：土日祝・国民の休日、年末年始を除く

【企業・団体試験】【日経TEST研修ドリル】【テストセンター試験
受験チケット利用】のお問い合わせ
☞日経TEST事務局
企業・団体のご担当者様向けの対応窓口です。【企業・団体試験】【日経TEST研修ドリル】【テ
ストセンター試験受験チケット利用】に関するお問い合わせ全般に対応しています。

日本経済新聞社 人材教育事業局（〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7）
ntest@nex.nikkei.co.jp 03(6256)7373
受付時間：土日祝、国民の休日、年末年始を除く10:00～17:00

【テストセンター試験・予約／受験】のお問い合わせ
☞J-Testing事務局 ヘルプデスク
【テストセンター試験】のヘルプデスクです。テストセンター試験の受験方法など、主に受験者向け
のお問い合わせ窓口です。

日本出版販売
help@j-testing.jp 03(5539)2217
受付時間：土日祝、国民の休日、年末年始を除く10:00～17:00
※お問い合わせいただいた内容に対する回答は j-testing@kentei-uketsuke.comより返信致します。

mailto:ntest@kentei-uketsuke.com
mailto:ntest@nex.nikkei.co.jp
mailto:help@j-testing.jp

