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実施要項

1. 受験資格

5. 受験申請方法

2. 試験科目

試験概要、実施要項の内容を確認してください。
②受験専用サイトより、受験申請 ID 登録を行い、必要事項を入力

販売促進に関心のある方であれば、年齢、資格、経験は問いません。

〔基本知識試験科目〕

①日本プロモーショナル・マーケティング協会のサイト
www.jpm-inc.jp にアクセス、認証資格試験のページから、

してください。

①プロモーショナル・マーケティングの体系と計画

受験専用サイト：www.pm-ninsho.jp
（スマートフォン等からも利用できます）

②プロモーション手法の計画と展開

（試用手法、プレミアム手法、プライス手法、制度手法に関する企画知識、プ
ロモーション関連法規）

※ 2017 年 7 月 24 日以前は試験・講座の申込はできません。

③プロモーション・メディア＆ツールの制作

③申請受付メール（自動配信）を確認し、7 日以内を目安に受験料

（グラフィック系 SP 印刷媒体、編集系 SP 印刷媒体、ネット系プロモーション
メディア＆ツール、購買時点メディア、プロモーション・イベント、映像系 SP ツー
ル、SP メディアに関する制作知識）

の振り込みをお願いいたします。

※事務局にて入金確認を完了するまでは、受験申請は確定いたし

ません。必ず、上記サイトの「マイページ」にて、ご自身の申請

〔計画立案実技試験科目〕
①プロモーショナル・マーケティング戦略の設計

状況をご確認ください。

企業受験（受験料・受講料は会社負担）の場合と個人受験の場

②プロモーショナル・マーケティングの戦術計画（実行計画）の立案

合では、振込手続きが異なります。
（P.4 参照）

必ず、ご自身の会社の企業受験ご担当者に確認の上、手続きを

●上記の出題と採点は、すべて

「JPM ／公式テキスト『プロモーショナル・マーケティング第 4 版』

（編纂：日本プロモーショナル・マーケティング協会、発行：宣伝会議）
」
2,400 円（税別）に準拠して行われます。

進めてください。

※企業受験の場合でも、申請は受験者ご本人に行っていただきます。

6. 受験料

●合否の判定は、上記基本知識 3 科目と計画立案実技試験 2 科目

32,400 円（消費税込）

がすべて合格偏差値ラインに達することを条件にしています。

〔振込先〕

三菱東京 UFJ 銀行

3. 試験日

新富町支店

普通

１０４４３７５

2017 年 10 月 29 日（日） 9:30 ～ 15:00

シヤ）ニホンプロモーショナル・マーケティングキョウカイ

きません。

※受験申込締切日（2017 年 9 月 29 日）以降は、受験料の返却

振込手数料は各自でご負担ください。

※試験時間に遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず受験で
＜午前の部：基本知識試験

＜午後の部：計画立案実技試験

はいたしませんのでご注意ください。

120 分＞

120 分＞

7. 資格登録、他

※受験票が 10 月 21 日（土）までに届かない場合は、事務局ま

①プロモーショナル・マーケター認証資格試験合格者に、認証登録

でお問い合わせください。

証を交付いたします。
（5 年間有効。5 年ごとの更新）

②「プロモーショナル・マーケターズ・フォーラム」に入会できます。

4. 試験会場（希望の受験会場をお選びいただきます）

（合格者全員）

東京地区 : 青山学院大学 青山キャンパス 1 号館
〒 150-8366

③日本プロモーショナル・マーケティング学会に入会できます。

東京都渋谷区渋谷 4-4-25

（希望者のみ、年会費 3,000 円）

〔交通〕JR 山手線、JR 埼京線、東急線、京王井の頭線、
東京メトロ副都心線

他「渋谷駅」より徒歩約 10 分

8. 申込み期間

東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）
「表参道駅」より

2017 年 7 月 25 日（火）～ 2017 年 9 月 29 日（金）
※締切日以降の申請はできませんので、十分ご注意の上、お早

徒歩約 5 分

大阪地区 : 大阪情報専門学校
〒 537-0022

目のお申込みをお願いいたします。

大阪府大阪市東成区中本 1-5-21

〔交通〕地下鉄中央線・今里筋線「緑橋駅」より徒歩約 2 分

9. 合格発表

JR 環状線、地下鉄長堀鶴見緑地線・中央線「森ノ宮駅」より

2017 年 12 月下旬に、www.pm-ninsho.jp のマイページを通じて、
合否をお知らせするとともに、協会サイト www.jpm-inc.jp

徒歩約 8 分

名古屋地区 : 学校法人名古屋大原学園 4 号館

上でも合格者の受験番号を発表する予定です。
※認証登録証の交付は、2018 年 1 月下旬になります。

〒 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-20-8

〔交通〕JR 他「名古屋駅 」ユニモール地下街 12 番・14 番出口すぐ
地下鉄桜通線「国際センター駅」出口すぐ
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10. 受験上の注意

実施要項

11. 受験・合格の取り消し

①受験票は必ず写真を貼付して持参してください。

①受験に関わる申請内容に虚偽があったときは、受験を停止します。

（縦 40 ミリ×横 30 ミリ、カラー、無背景、無帽、正面、申請時

より 3 か月以内の撮影）
※顔写真の貼付がない場合、受験をお断りする場合がございます。
※この写真は認証登録証に使用します。スナップ写真やプリンタ
出力紙は貼付しないでください。

②試験当日に不正行為が判明したときは、受験を停止します。また、
試験終了後に不正行為が判明したときは、不合格とします。
③試験に合格した者であって、後日不正行為が判明したときは、合
格を取り消します。

④上記に該当した者がすでに納入した受験料は、理由のいかんを問
わず返却いたしません。

写真貼付欄

12. その他の留意事項

①受験会場への問い合わせはご遠慮ください。お問い合わせは当
協会までお願いいたします。
②試験会場に駐車場はございません。公共交通機関をご利用くだ
さい。

③昼食は各自でご用意ください。

▲ 受験票（見本）

④大阪会場は構内全面禁煙となっております。

②筆記用具は鉛筆またはシャープペン（HB/ 黒）、プラスチック製消

⑤試験会場には、ご自身で寒暖を調整できる衣類をご持参ください。
⑥その他、試験に関するご連絡はすべて www.pm-ninsho.jp

しゴムを使用してください。

③試験中は筆記用具以外のもの（例えばテキスト、参考書）の使用

のマイページを通じて行います。

を禁じます。

④試験時間に遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず受験でき
ません。

⑤試験中は試験監督者の指示に従ってください。

⑥試験会場では携帯電話の使用を禁止します。また、試験中は携
帯電話を時計代わりに使うことも禁じます。
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東京地区／直前受験対策講座
1. 開催日

4. 受講料

① 9 月 19 日（火）

9:30 ～ 17:00

② 9 月 24 日（日）

9:30 ～ 17:00

③ 10 月 3 日（火）
④ 10 月 9 日（月・祝）

9:30 ～ 17:00
9:30 ～ 17:00

16,200 円（消費税込）

公式テキスト「プロモーショナル・マーケティング第 4 版」／宣伝
会議刊 2,400 円（税別）は、受講料に含みません。別途お買い求
めください。

※講座では、出題範囲をコンパクトにまとめたテキスト「受験サブ

東京地区の直前受験対策講座は、9 ～ 10 月に 4 回開催します。
すべて同じ内容ですので、申請サイト www.pm-ninsho.jp

ノート」を配布いたします。

〔振込先〕

にて空席状況をご確認の上、希望の日程をお申込みください。予
約の変更（期限があります）も同サイトから行えます。

三菱東京 UFJ 銀行

※後半の日程は混み合いますので、前半での受講をお勧めします。

普通

１０４４３７５

振込手数料は各自でご負担ください。

受講日にご持参ください。

日本印刷会館 2F

新富町支店

シヤ）ニホンプロモーショナル・マーケティングキョウカイ

※受講申請時に自動返信されるメールが受講票となりますので、

2. 受講会場

実施要項

※直前講座の受講申込締切日（2017 年 9 月 1 日）以降は、受講
料の返却はいたしませんのでご注意ください。

5. 受講内容

大会議室

（午前）
①試験の構成

〒 104-0041 東京都中央区新富 1-16-8
〔交通〕東京メトロ有楽町線 「新富町駅」より徒歩約 4 分

東京メトロ日比谷線・JR 京葉線「八丁堀駅」より徒歩約 7 分

②「プロモーション手法の計画と展開」に関連する出題の傾向

東京メトロ日比谷線「築地駅」より徒歩約 8 分

③「プロモーション・メディア＆ツールの制作」に関連する出題の

都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩約 7 分

傾向

（午後）

3. 受講申請方法（受験申請と同時に行えます）

①「戦略設計実技課題」への取り組み方

①日本プロモーショナル・マーケティング協会のサイト
www.jpm-inc.jp にアクセス、認証資格試験のページから、
試験概要、実施要項の内容を確認してください。

②「戦術計画（実行計画）実技課題」への取り組み方（模擬試験）

6. 申込み期間

2017 年 7 月 25 日（火）～ 2016 年 9 月 1 日（金）
※締切日以降の申請はできませんので、十分ご注意の上、お早

②受験専用サイトより、受験申請 ID 登録を行い、必要事項を入力
してください。

目のお申込みをお願いいたします。

受験専用サイト：www.pm-ninsho.jp
（スマートフォン等からも利用できます）

※ 2017 年 7 月 24 日以前は試験・講座の申込はできません。

業務都合等、やむを得ぬ事情による受講日の変更はお申込み締
切日以降でも、申請サイト www.pm-ninsho.jp にて予約の

状況をご確認の上、希望の日程をお申込みください。

望の日程をお申込みください。

③受験申請の後、直前受験対策講座の受講申請に進みます。空席

変更が行えます（期限があります）。空席状況をご確認の上、希

④申請受付メール（自動配信）を確認し、7 日以内を目安に受講料

7. その他の留意事項

の振り込みをお願いいたします。

※事務局にて入金確認を完了するまでは、受講申請は確定いたし

①受講会場への問い合わせはご遠慮ください。

ません。必ず、上記サイトの「マイページ」にて、ご自身の申請

問い合わせは当協会までご連絡ください。

状況をご確認ください。

②駐車場はございません。電車・バスをご利用ください。

企業受験（受験料・受講料は会社負担）の場合と個人受験の場

③昼食は各自でご用意ください。

合では、振込手続きが異なります。
（P.4 参照）

必ず、ご自身の会社の企業受験ご担当者に確認の上、手続きを
進めてください。

※企業受験の場合でも、申請は受験者ご本人に行っていただきます。

試験に関するお問い合わせは
一般社団法人

日本プロモーショナル・マーケティング協会
〒 104-0041 東京都中央区新富 1-16-8 nintei@jpm-inc.jp
TEL(03)3523-2505（代） FAX(03)3523-2508
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（補足）企業受験／受講を予定される企業の皆さまへ
企業受験（受験／受講料が会社負担で、全員分一括でのお支払い）を予定されている企業の皆さまは、
以下の要領でお手続きをお願いいたします。
【ご注意】
受験／受講料が会社負担の場合でも、一旦個人で支払い、後日会社に請求するような場合には「個人受験」
の扱いとなります。

申込み責任者の方

受験者の方

試験事務局に連絡（※）

JPM 試験事務局

連絡先：nintei@jpm-inc.jp

「企業受験コード」を受領

「企業受験コード」を発行

受験／受講料の請求書を発行

www.pm-ninsho.jp
【受験／受講 web 申請】

「企業受験コード」を
受験者の方に連絡

フォームに「企業受験コード」を入力
マイページの
ステータスは
「申込み内容
確認中」
。

受験／受講料の入金

JPM 会員以外の企業の皆さまは、受験／
受講料の全員分の入金が確認された時点
で、申請が確定いたします。
受験／受講料の
入金確認

マイページのステータスが
「申請手続完了」に変わります。

申請手続完了

JPM 会員企業の皆さまは、受験者の
方がフォームにもれなく入力した時点
で、申請が確定いたします。

（※）

■企業受験／受講に際して、こ連絡いただく項目
【必須項目】
①貴社名

（申込み責任者の方の） ②部署名
⑧試験受験人数

③氏名

④郵便番号

⑤住所

⑥電話番号

⑦メールアドレス

⑨直前講座受講人数（←この人数に基き、請求書を発行いたします）

【その時点で可能であれば、ご連絡いただきたい項目】

⑩受験／受講者リスト（←このリストに基き、受験／受講者個人の申請状況をご連絡いたします）
※したがって、最終的には必須になります。

-4-

