
 
受検者各位 

一般社団法人金融財政事情研究会 
検定センター所長 沼田基成 

 
 

検定試験における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に対する 

当会の取組みとお願いについて 

 
 2023年5月28日の検定試験実施にあたり、下記のような取組みで臨みたく、ご理解を賜りましたうえ
で受検のご検討をいただきますよう、お願い申し上げます。 
 
 

記 
１．実施にあたっての当会の取組み 
〈試験会場〉 

・会場入り口における消毒剤の用意 
・試験教室の換気の徹底 
・入場時の必要に応じた検温 
・「体温確認票」への記入、提出 

〈試験監督・スタッフ〉 
・当日来場前の検温の徹底 
・試験会場内でのマスク着用・手洗いの徹底 
 

２．お申込みにあたって 
 受検申請当時と情勢が変化する可能性を考慮し、次の点を充分ご確認いただき、ご承諾のうえで、
お申込みください。 

① 受検申請受付終了後は理由の如何に関わらず、取消・科目の変更は一切できません。新型コロ
ナウイルス感染症罹患等により試験を欠席された場合であっても、受検手数料の返還・振替等の
措置はありません。新型コロナウイルス感染症に不安を感じる方は受検申請をお控えください。 

② 試験会場の確保が非常に難しい状況のため、選択いただいた受検地の試験会場が、都府県境を
またいだ周辺都市になる場合があります。試験会場が想定より遠いなどの理由で、試験会場を変
更することはできません。また、会場確保の状況によって通常の試験座席配置になる可能性があ
ります。 

 
３．受検にあたってのお願い 
 受検者の皆様には、裏面「受検にあたってのお願い」をご理解・ご了承のうえ、ご受検をお願いい
たします。なお、今後の情勢の変化により、内容に変更が生じる場合があります。最新の内容は当会
ホームページ (https://www.kinzai.or.jp/)でご確認ください。 
 
※ 情勢の変化に伴い、以上の内容は今後変更される場合があります。 
 

〈本件についてのお問合せ先〉 
一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター 

TEL 03-3358-0771 



裏面 

 受検にあたってのお願い （※ 情勢の変化に伴い、以下の内容は今後変更される場合があります） 

１．試験当日の体調等の確認 

必ず検温を行ったうえでご来場ください（入場時に必要に応じて検温、体調聞き取り調査を実施す
る試験会場もあります）。なお、試験教室において体温確認票への記入・提出をお願いしますので、
ご了承ください。 
以下の①～③のいずれかに該当する場合は、受検をお控えください。なお、これにより試験を欠席
された場合、受検手数料の返還・振替等の措置はありません。 
① 試験日前に新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日当日が療養期間中である場合 
② 37.5℃以上の発熱がある場合 
③ 体温が37.5℃未満であっても、風邪の症状、息苦しさ・だるさなどの強い症状のいずれかがあ
る場合 
 

２．試験会場での対策 

（１）マスクの着用 
受検者のマスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断にゆだねることを
基本とします。なお、試験監督者はマスクを着用します。ガイダンス等が聞き取りにくい場合は、
その旨申し出てください。 

（２）手洗い、アルコール等による手指消毒の励行 
試験会場内の手指消毒用アルコールをご利用ください。また、除菌シートや携帯用消毒液、ビニ
ール手袋（透明）を持参し使用することを認めます。 

（３）飛沫飛散の防止 
試験時間外においても飛沫飛散防止のため試験会場内での私語は極力お控えください。また、昼
食・休憩時における、対面での飲食や会話はご遠慮ください。 

（４）試験教室の換気 
試験時間中に適時窓・ドアを開放し、換気を行います。各自温度調節のできる服装でご来場くだ
さい。また、外部の騒音が聞こえる可能性があることをご了承ください。 
 

・試験会場が建物の上層階にある場合、エレベーターの混雑を避けるため、乗車人数を制限する場
合や階段をご利用いただくようお願いする場合があります。時間に余裕をもってご来場ください。 

・最新の情報は当会ホームページ（https://www.kinzai.or.jp/）でご確認ください。 
以上 



ファイナンシャル・プランニング技能検定 受検手続について 

受検申請受付期間 2023年3月17日（金）～4月7日（金）消印有効 試験日 2023年5月28日(日) 

受検申請方法には、①郵便で申し込む、②インターネットで申し込む、の２通りがあります。 

①の場合は､以下を参照してください。②の場合は、https://www.kinzai.or.jp/から、ユーザー登録のうえお申し込みください（ユーザー登録はいつ

でも可能です。受検申請の受付は3/17開始です）。スマートフォンからも受検申請をすることができます(https://kentei.kinzai.or.jp/mobile）。 

      

下記の２点を締切日（消印有効）までに事務局宛に郵送してください。 

１. 受検申請書（個人用） 太枠内をすべて記入したもの  

２. 受検手数料の振込金受取書またはご利用明細（コピー可） 

※電話・ＦＡＸでの受付はしておりません。 

 

みずほ銀行 虎ノ門支店  普通預金 NO．１９６０３０８ 

口座名義  一般社団法人 金融財政事情研究会 

・お振込の際は氏名の前に科目コードを記入または入力してください。（ＡＴＭ可） 

※例 Ｆ２１ ケンテイ ハナコ （２級の学科試験のみ受検申請する場合。振込金額は5,700円） 

※例 Ｆ２１Ｆ２２ ケンテイ ハナコ （２級の学科試験と実技試験（個人資産）を同時に受検申請する場合。振込金額は11,700円） 

・振込手数料はご負担ください。 

・科目コードが入力できない場合は、出てきたご利用明細のお名前の前に、手書きで科目コードを書き込んでください。 

・インターネットバンキングでお振込の際は、パソコン画面を印刷して添付してください。受取人名違いなどで振込が完了していないケースが見

受けられます。申請が無効となってしまいますので注意してください。 

 

 

 

１. 受検地コード・受検地名は一覧表を参照してください。 

２. 同じ等級の学科試験と実技試験を同時に受検する場合は、１枚の受検申請書で学科試験と実技試験の選択科目の両方に○印をつけてく

ださい。その場合の受検手数料は合計金額でお振り込みください。 

３. 異なる等級の学科試験と実技試験を同時に受検する場合は、受検申請書を２枚に分けてください。 

４. 一度に複数の実技試験は受検できません。どれか１つを選んでください。 

５. 過去に合格している科目がある場合は、有効期限内であれば試験の免除を申請することができます。（詳しくは裏面参照） 

６. 情報提供に関する承諾欄について…受検申請をされた方に、当会からパンフレット等をお送りするなど、情報提供をする場合があります。 

情報提供について承諾する場合は「同意する」に○をしてください。記入なしは「同意しない」とみなします。 

７. 受検手数料の振込金受取書またはご利用明細(コピー可)が同封されていないものは、受付できません。 

８. 受検手数料を振り込んだだけでは、申込みになりません。 

９. 受検申請書はコピーをとり各自保管してください。また、受検申請書の到着確認のお問合せはご遠慮ください。ご心配な方は特定記録郵便

など差出記録の残る方法での郵送をお勧めします。 

10. 申請受付期間終了後の科目変更・取消しはいっさい受付できません。 

11. 受検手数料は受検の有無にかかわらず返金できません。次回の試験に振り替えることもできません。 

12. 受検票は2023年5月11日(木)に発送します。5月18日(木)までに受検票が到着しない場合は、5月19日（金）～5月24日（水）の間（土･日を 

除く 9:00～17:00）に、検定センター（TEL 03-3358-0771）にご連絡ください。試験当日のご照会にはお答えできません。 

13. 車椅子をご利用の方、視覚障害・聴覚障害のある方等、受検時に対応が必要な場合は、受検申請受付期間内に検定センターにご連絡・ご

相談ください（お申出の時期、内容によってはご対応できない場合があります）。 

14. 天災その他の事由により、試験の実施を中止する場合があります。 

15. 試験実施後、試験の内容、配点および採点等に関する質問には、いっさいお答えできません。 

 

検定職種 等級 学科・実技 実技試験の選択科目 科目コード 受検手数料（非課税） 

ファイナンシャル・ 

プランニング 

１級 学科試験  Ｆ１１ 8,900円 

２級 学科試験  Ｆ２１ 5,700円 

 実技試験 個人資産相談業務 Ｆ２２ 6,000円 

  生保顧客資産相談業務 Ｆ４２ 6,000円 

３級 学科試験  Ｆ３１ 4,000円 

 実技試験 個人資産相談業務 Ｆ６２ 4,000円 

  保険顧客資産相談業務 Ｆ７２ 4,000円 

 

 

職務コード 職務内容 

１ 資産の設計・運用・管理業務 
２ 資産の設計・運用・管理にかかわる相談業務 

３ 資産の設計・運用・管理にかかわるコンサルティング業務 

受 検 申 請 方 法 

受検手数料振込先 

お問合せ先 

受 検 申 請 上 の 注 意 

科目コード・受検手数料 

職務ｺｰﾄ ﾞ 

受検手数料の振込金受取書またはご利用明細（コピー可） 

受検申請書（個人用） 

＋ 

電話 ０３－４４１３－８０８５ 

●当会ホームページ「FPに関するQ&A」も 

ご参照ください

（https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/faq）。 

（注意） 
実技試験はどれか１つを選ん

でください。 
複数の実技試験を同時に受

検することはできません。 

厚生労働大臣指定試験機関 一般社団法人 金融財政事情研究会  

〒171-0014 

東京都豊島区池袋2-65-18 

一般社団法人 金融財政事情研究会 

検定センター第二分室 事務局  

送付先  



受検科目および試験免除申請の記入方法 

2023 年 5 月用 

【受検申請書の記入欄】 

受検科目 試験免除申請 

等級 学科・実技 実技試験の選択科目 
科目 

コード 

受検 

手数料 

受検科目
に○印 

免除申請の科目

に○印 

一部合格番号（10桁(左詰)または12桁） 

または合格番号（ハイフン抜き12桁） 

１級 学科試験  F11 8,900 円               

２級 

学科試験  F21 5,700 円  ○ F １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９   

実技試験 

個人資産相談業務 F22 6,000 円 ○              

中小事業主資産相談業務 F32                

生保顧客資産相談業務 F42 6,000 円               

損保顧客資産相談業務 F52                

資産設計提案業務 FJ2                

３級 

学科試験  F31 4,000 円               

実技試験 

個人資産相談業務 F62 4,000 円               

保険顧客資産相談業務 F72 4,000 円               

資産設計提案業務 FJ3                

■受検科目 

・今回受検申請する科目に○印をつけてください。 

・同じ等級の学科試験と実技試験を同時に受検する場合は、1 枚の用紙で 2 ヵ所に○印が必要です。 

・異なる等級の学科試験と実技試験を同時に受検する場合は、受検申請書を２枚に分けてください。 

・1 度に複数の実技試験は受検できません。どれか１つを選択してください。 

■試験免除申請 

・過去に合格している科目がある者は、それを再度受検しなくても試験の免除を申請することができます。 

・一部合格には有効期限があります（合格した年度の翌々年度末まで）。期限切れの免除申請は自動的に削除されますので、注意してください。 

・日本ＦＰ協会が実施した試験で合格した場合も、合格証書等の添付は不要です。 

・〔重要〕試験免除申請は自己申告です。免除申請をしなかった場合は、今回受検して合格した科目の一部合格だけとなり、合格証書は発行されません。申請もれのな

いように注意してください。 

■試験免除申請の記入方法と有効期限（ご不明な場合は、検定センター第二分室事務局（TEL03-4413-8085）までお問合せください） 

受検内容 「受検科目」欄 「免除申請の科目」欄 
「一部合格番号 

または合格番号」欄 

（注）免除申請が有効な 

一部合格番号 

学科試験のみに一部合格していて、

実技試験だけを受検 

受検する「実技試験の選択

科目」に○印 
「学科試験」に○印 

「学科試験の一部合格番

号」を記入 

試験日が2021年５月以降の

一部合格番号 

実技試験のみに一部合格していて、

学科試験（あるいは学科試験と別の

実技試験）を受検 

「学科試験」（あるいは学

科試験と別の実技試験）に

○印 

合格している「実技試験の

選択科目」に○印 

「実技試験の一部合格番

号」を記入 

試験日が2021年５月以降の

一部合格番号 

技能検定（学科試験と実技試験の両

方）に合格していて、別の実技試験

を受検 

受検する「実技試験の選択

科目」に○印 
「学科試験」に○印 

「技能検定の合格番号」を

記入 
合格番号は期限なしで有効 

 

 個人情報の取扱いについて  
 

(1) ここで個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別でき

るもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む）をいいます。 
(2) 一般社団法人金融財政事情研究会（以下「当会」といいます）では、

ファイナンシャル・プランニング技能検定に係る受検申請書またはイン

ターネット受検申請画面にてご提供いただいた個人情報（以下「受検者

提供情報」といいます）を、当該検定の実施、受検者の円滑な受検、検

定結果の送付、受検者の受検結果の管理、受検者の本人確認その他当該

検定の目的遂行に必要な範囲内で利用いたします。 
 また、当会は、当該検定の受検申請において、受検資格および試験免

除の適否を確認する目的で、特定非営利活動法人日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会（以下「日本FP協会」といいます）との間で以下

の要領で共同利用を行います。 
●共同利用に関する事項（個人情報の保護に関する法律第23条第５項第

３号、同法第23条第６項） 

共同して利

用される個

人データの

項目 

ファイナンシャル・プランニング技能検定の受検者（以

下「受検者」といいます）が当会に届け出たAFP認定研

修（以下「研修」といいます）の受講番号・研修修了日・

カナ氏名・旧カナ氏名・生年月日・合格（一部合格を含

みます）の有無・合格した種目・合格番号（一部合格番

号を含みます）および受検者提供情報に関する個人デー

タ（以下「受検者データ」といいます）。 

共同して利

用する者の

範囲 

日本FP協会 

利用する者

の利用目的 

当会と日本FP協会が相互に受検者データを交換し、受検

者の受検資格の有無および試験免除の適否を確認するた

め 

当該個人デ

ータ管理に

ついての責

任者 

当会 検定センター 

なお、ご本人様による同意なく日本FP協会以外の第三者に受検者データ

を提供することはいたしません（ただし、法令により許される場合を除きます）。 
(３) 当会では、個人情報を、ご本人様の同意なく上記以外の目的には使用

しません（ただし、法令により許される場合を除きます）｡ 
(４) 個人情報の開示・訂正・利用停止を希望される場合の手続きについて

は、当会ホームページ（https://www.kinzai.or.jp/info/kojinjoho.html）を

ご覧ください。 
(5) 個人情報の取扱いに関するご意見・ご質問は、下記までお問合せくだ

さい。 
  一般社団法人金融財政事情研究会 総務部「個人情報サービス窓口」係 

  住所 〒160-8519 東京都新宿区南元町 19 

 
 

厚生労働大臣指定試験機関 一般社団法人 金融財政事情研究会 

記入見本 



 

 

 受検地一覧  

・試験申込の際は下表から希望受検地を選択し指定してください。 

・受検地で会場を確保できず、選択した受検地の試験会場が都府県境をまたいだ周辺都市となる場合があります。あら

かじめご了承ください。 

 

コード 受検地  コード 受検地  コード 受検地  コード 受検地  コード 受検地  コード 受検地 

0101 札幌市  0701 福島市  1402 藤沢市  2403 四日市市  3402 福山市  4202 佐世保市 

0102 旭川市  0702 いわき市  1403 川崎市  2501 大津・草津  3403 尾道市  4203 諫早市 

0103 釧路市  0703 郡山市  1501 新潟市  2502 彦根市  3404 呉市  4204 壱岐市 

0104 函館市  0704 会津若松市  1502 長岡市  2601 京都市  3405 三次市  4205 対馬市 

0105 室蘭市  0705 南相馬市  1503 上越市  2602 福知山市  3406 三原市  4206 新上五島町 

0106 苫小牧市  0801 水戸市  1601 富山市  2701 大阪府北  3501 下関市  4207 五島市 

0107 帯広市  0802 土浦市  1602 高岡市  2702 大阪府南  3502 周南市  4301 熊本市 

0108 北見市  0803 日立市  1701 金沢市  2801 神戸市  3503 岩国市  4401 大分市 

0201 青森市  0901 宇都宮市  1801 福井市  2802 尼崎市  3504 山口市  4501 宮崎市 

0202 八戸市  0902 小山市  1901 甲府市  2803 姫路市  3601 徳島市  4502 都城市 

0203 弘前市  1001 前橋・高崎  2001 長野市  2804 豊岡市  3701 高松市  4503 延岡市 

0301 盛岡市  1002 桐生市  2002 松本市  2901 奈良市  3801 松山市  4601 鹿児島市 

0302 一関市  1101 さいたま市  2003 飯田市  2902 橿原市  3802 新居浜市  4602 鹿屋市 

0303 釜石市  1103 川越市  2101 岐阜市  3001 和歌山市  3804 宇和島市  4603 薩摩川内市 

0401 仙台市  1201 千葉市  2102 高山市  3101 鳥取市  3901 高知市  4604 種子島 

0402 石巻市  1202 柏市  2201 静岡市  3102 米子市  4001 福岡市  4605 奄美市 

0403 気仙沼市  1301 都内中央  2202 沼津・三島  3201 松江市  4002 久留米市  4701 那覇市 

0501 秋田市  1303 武蔵野(注1)  2203 浜松市  3202 浜田市  4003 飯塚市  4702 名護市 

0502 横手市  1304 町田・相模原  2301 名古屋市  3203 隠岐  4004 北九州市  4703 石垣市(注2) 

0601 山形市  1305 都内北  2302 岡崎・豊橋  3301 岡山市  4005 大牟田市  4704 宮古島市 (注2) 

0602 鶴岡・酒田  1306 都内南  2401 津市  3303 津山市  4101 佐賀市   

0603 米沢市  1401 横浜市  2402 松阪・伊勢  3401 広島市  4201 長崎市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注1）1303武蔵野は国分寺市またはその周辺都市を予定しています。 

（注2）4703石垣市、4704宮古島市については、５月試験・１月試験のみ設置します。９月試験は設置しません。 

 

【補足説明】 

（１）具体的な試験会場は受検票で通知します。 

（２）受検地の変更は転勤その他やむをえない事情で遠隔地への変更が必要な場合に限り認めます。試験日10

日前までにご連絡ください。会場の状況によりおことわりさせていただく場合があります。 

   なお、試験会場の確保が非常に難しい状況のため、選択いただいた受検地の試験会場が、都府県境をま

たいだ周辺都市になる場合があります。試験会場が想定より遠いなどの理由で、試験会場を変更するこ

とはできません。 

（３）車椅子をご利用の方、視覚障害・聴覚障害のある方等、受検時に対応が必要な場合は、受検申請完了後

速やかに（１週間以内）事務局にご相談ください。 



 
※必ず受検申請者本人が記入してください。 
受検手数料の振込金受取書またはご利用明細(コピー可)を必ず同封してください。 

申込日 年   月   日 

 

受付番号 FG44 
 

フリガナ                                  

氏 名                      
生年月日 
(西暦) 

    年   月   日 

   ※以前の合格・一部合格時から氏名に変更がある場合、記入してください。 

フリガナ    
勤務先法人名 

または学校名 
 

金融機関コード 

 旧氏名        

  
■受検科目および試験免除申請 

受 検 科 目 試験免除申請 

等級 学科･実技 実技試験の選択科目 
科目 
コード 

受検 
手数料 

受検科目 
に○印 

免除申請の科目 
に○印 

一部合格番号(10桁(左詰め)または12桁) 
または合格番号(ハイフン抜き12桁) 

１級 学科試験  F11 8,900円               

２級 

学科試験  F21 5,700円               

実技試験 

個人資産相談業務 F22 6,000円               

中小事業主資産相談業務 F32                

生保顧客資産相談業務 F42 6,000円               

損保顧客資産相談業務 F52                

資産設計提案業務 FJ2                

３級 

学科試験  F31 4,000円               

実技試験 

個人資産相談業務 F62 4,000円               

保険顧客資産相談業務 F72 4,000円               

資産設計提案業務 FJ3                

※2021年5月以降の試験で1級学科試験に合格し、実技試験を合格(受検)していない場合は、合格している1級学科試験の 

 受検申請・免除申請ともに不要です。実技試験の案内が自動的に送られます。 

■受検資格の確認（３級受検者は記入不要） 

１級（実務経験年数は必須。実務経験1年以上5年未満の場合は、2級合格番号も記入） 
２級（いずれか一つを記入。実務経験2年未満の場合は、実務経験年数以外の受検資格が必要。） 

○印 受検資格 内容 

 

実務経験年数 

（2023年4月7日 

現在。通算年数月

数切捨て） 

会 社 名 職務ｺｰﾄﾞ※ 経験年数 通算 

  年 ヵ月 

  

 

 

 

年 
  

年 ヵ月 

 
下位級のﾌｧｲﾅﾝｼｬ

ﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定
合格番号 

(12桁) 
            

「第」､ハイフン､ 

「号」は除く。 

 
金融渉外技能審査の

合格 級 コース 年    月試験 
 

 

 ＡＦＰ認定研修修了 
受講者番号 

（13桁） 
             

日本ＦＰ協会認定のＡＦＰ認定研修の修了証明書にある受講

者番号を記入のうえ、修了証明書の写しを添付してください。 
 

■希望受検地(希望する受検地を選んで必ず記入してください。)  

受検地コード     受検地名  

■自宅住所(厚生労働省への提出書類に必要な項目です。必ず記入してください。郵便番号も忘れずに。住所は正確に。) 

自宅住所 

〒 □□□－□□□□ 
都 道
府 県 市 区 郡 

 

 
 

受検関係書類の送付先 
(いずれかに○印) 

１．勤務先 ３．自宅 

上記の送付先で「１.勤務先」を選んだ場合のみ、下記に住所・勤務先名を記入してください。 

送付先住所 

〒 □□□－□□□□ 
都 道
府 県 市 区 郡 

 

勤務先名  所属部店名  

■当会からの情報提供に関する承諾（「受検手続について」の受検申請上の注意６.参照）□同意する □同意しない 

□記入もれはありませんか？  □受検手数料の振込金受取書またはご利用明細(コピー可)を同封しましたか？ 
厚生労働大臣指定試験機関 一般社団法人 金融財政事情研究会 

《個人情報の保護について》 
この受検申請書によって取得した個人情報は、
検定試験業務の運営上必要な範囲内及び当会
の事業・サービス等の情報提供で使用します。
また、受検者本人の承諾なしに第三者に開示
することはいたしません。詳細は別添「個人情
報の取扱いについて」をご覧ください。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 

受検申請書（個人用） 2023年5月用 

※試験免除を申請する場合は、受検科目ではなく、免
除申請の科目の欄に○を記入してください。 

※一部合格番号は「合否通知書兼一部合格証書」に、
合格番号は「合格証書」に記載してあります。 

※試験日が2021年1月以前の一部合格は、有効期限が
切れています。免除申請は自動的に削除されますの
で、注意してください。 

※日本ＦＰ協会が実施した試験で合格した場合も、合
格証書等の添付は不要です。 

■日中に連絡可能な電話番号 
自宅・勤務先・携帯(○印を記入) 

TEL 

 

※職務コード 

「受検手続きに 

ついて」参照。 

※金融機関にお勤めの方は、勤務先法人名と全銀コードを記入してください。
不明な場合は無記入で結構です。 

試験免除申請の注意事項 

※受検地で会場を確保できず、選択した受検地の試験会場が都府県境をまたいだ 

周辺都市となる場合があります。あらかじめご了承ください。 


