
2021年度　第17回

プロモーショナル・マーケター認証資格試験
直前受験対策講座
実施要項

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
プロモーショナル・マーケター認証資格委員会　試験事務局

〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8　nintei@jpm-inc.jp

【重要なお知らせ】
本年度の試験、および直前対策講座は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら各種の制限を設定しております。次ページの注意事項をよくお読みの上お申し込み
ください。
なお、昨年同様、試験が中止になることも充分考えられます。この点もご了承ください。

－　各種お問い合わせにつきまして　－
プロモーショナル・マーケティング協会事務局は、リモートワークを標準としており、
事務局内の在籍人数を制限しております。お問い合わせは必ずメールで行っていた
だき、お電話でのお問い合わせはご遠慮くださるようお願いいたします。

nintei@jpm-inc.jp

= 2021 年 8 月 16 日 確定版 =
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2021年度の試験・講座実施に関する注意事項

【受験・受講について】

●受験会場については、ソーシャル・ディスタンスを確保した座席配置となります。本年度は人数制限を行
う予定はございません。試験日までの間に、感染状況に著しい変化があった場合は、試験開催を中止す
る場合があります。この場合、お振込みいただいた受験料は返金させていただきます。

●本年度は試験・講座とも申込み期間が短くなっていますのでご注意ください。

●直前講座ついては、本年度はオンデマンドのリモート開催となります。リアルでの講座開催はございませ
んのでご注意ください。

※受験・受講のお申し込みは、ご入金が確認できませんと手続きは完了となりません。ご注意ください。

【受験・受講当日の対応について】

●当日の体調がすぐれない場合、会場への来場はお控えください。

●受験・受講会場においては、必ずマスクを着用してください。

●受験・受講会場への入場に際しては、検温を実施させていただきます。
万一、発熱等の症状が確認された場合は、入場をお断りさせていただく場合があります。

本年度の試験日は11月7日となります。本日8月16日の時点で既に3か月を切っ
ておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大の波は未だピークにすら達しておらず、
今後の動静につきましては、全く予断を許さない状況にあると言えます。
したがいまして、本年度の試験につきましても、今後の感染拡大状況を鑑みながら
の実施となります。
実施要項は以下に公開いたしますが、状況によっては、本年度の試験を中止させてい
ただく場合もございます。あらかじめご承知おきください。

みなさまにおかれましても、一日も早く通常の暮らしが取り戻せますよう、また、試
験が無事に開催できますよう、普段の生活から自分のできることを協力してがんばっ
ていきましょう。



1. 受験資格
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。

2. 試験科目
〔基礎知識試験科目〕

①プロモーショナル・マーケティングの概論に関する基礎知識
（PM の全体像、関連法規、PM の計画手順、プロモーション成果、

インストアマーケティング、およびトレード・リレーションズを中心に）
②プロモーションの手法に関する基礎知識

（体験プロモーション手法、プレミアムプロモーション手法、
プライスプロモーション手法、制度プロモーション手法）

③プロモーションのツール＆メディアに関する基礎知識
（プロモーション印刷物、ネット系プロモーション・ツール、購買時点ツール、

プロモーション・イベント、プロモーション・メディア、インターネット広告）
〔計画立案実技試験科目〕

①マーケティングレポートに基づく市場環境分析と戦略策定
②戦術計画（テーマ〜施策まで）の立案

●上記の出題と採点は、すべて
プロモーショナル・マーケター認証資格試験 公式テキスト

『プロモーショナル・マーケティング ベーシック』
編集：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
2,700 円（＋税）に準拠して行われます。

●合否の判定は、上記基礎知識 3 科目と計画立案実技試験 2 科目
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。

3. 試験日
2021 年 11 月 7 日（日）　9:30 ～ 15:00

※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。
＜午前の部：基礎知識試験　　　120 分＞
＜午後の部：計画立案実技試験　120 分＞
※受験票が 10 月 25 日（月）までに届かない場合は、事務局ま
でお問い合わせください。

4. 申込み期間
2021 年 8 月 16 日（月）～ 2021 年 9 月 30 日（木）

※本年度は申込み期間が短くなっていますのでご注意ください。
※締切日以降の申込みはできませんので、充分ご注意の上、お
早目のお申込みをお願いいたします。

5. 受験料
33,000 円【受験料 30,000 円 ＋ 消費税 3,000 円】

〔振込先〕
三菱 UFJ 銀行　新富町支店　普通　１０４４３７５
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
振込手数料は各自でご負担ください。
※受験申込締切日（2021 年 9 月 30 日）を過ぎての受験キャンセ
ルの場合、受験料の返却はいたしませんのでご注意ください。

6. 受験申込み方法
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受験専用サイトより、受験申込み ID 登録を行い、必要事項を入
力してください。
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）

③申込み受付メール（自動配信）を確認し、10 日以内を目安に受
験料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「個人ページ」にて、ご自身の申請
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
合では、振込手続きが異なります。（P.5「補足」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、申込みは受験者ご本人に行っていただきま
す。

7. 試験会場（希望の受験会場をお選びいただきます）
●東京地区 : 青山学院大学 青山キャンパス  2 号館、他

　　　　　〒 150-8366　東京都渋谷区渋谷 4-4-25
〔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
東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」より
徒歩約 5 分

●大阪地区 : 大阪保健医療大学　１号館講義棟
　　　　　〒 530-0043　大阪府大阪市北区天満 1-9-27

〔交通〕京阪電鉄本線、地下鉄谷町線「天満橋駅」より徒歩約 8 分
JR 東西線「大阪天満宮駅」、地下鉄堺筋線・谷町線「南森町駅」
より徒歩約 10 分

●名古屋地区 : 名古屋大原学園　名古屋校　4 号館
　　　　　〒 450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅 3-20-8

〔交通〕JR、名鉄、近鉄「名古屋駅 」より徒歩約 7 分、ユニモール
地下街 12 番、14 番出口よりすぐ
地下鉄桜通線「国際センター駅」出口よりすぐ

8. 合格発表
2021 年 12 月下旬に発表する予定です。

※認証登録証の交付は、2022 年 1 月下旬以降になります。

9. 資格登録、他
●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

証を交付いたします。（5 年間有効。5 年ごとの更新）
　更新手数料：5,500 円【更新料 5,000 円 ＋ 消費税 500 円】
●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。

（希望者のみ、年会費 3,000 円）
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10. 受験上の注意
会場内ではマスクを着用してください。
入場前には検温を行います。入場をお断りする場合もあります。

①受験票は必ず写真を貼付して持参してください。
（縦 40 ミリ×横 30 ミリ、カラー、無背景、無帽、正面、申込み

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あります。
②午前中の「基礎知識」試験はマークシート方式、午後の「計画立

案」試験も光学読取方式となります。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
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。

11. 受験・合格の取り消し
①受験に関わる申込み内容に虚偽があったときは、受験を停止しま

す。
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。

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。
④大阪、名古屋会場は構内全面禁煙となっております。
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 www.pm-ninsho.jp の個人

ページ、またはメールを通じて行います。ご住所やメールアドレス
等、申込み後に変更になった場合は、必ずプロフィール情報を修
正してください。
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▲ 受験票（見本）

写真貼付欄

11月7日の試験日近くの状況によっては、本年度の試験を中止させてい
ただく場合もございます。あらかじめご承知おきください。



試験に関するお問い合わせは

1. 開催期間
2021 年 10 月 1 日（金）～ 2021 年 10 月 15 日（金）

本年度の直前対策講座はリモートによるオンデマンド開催となり
ます。期間中であれば、ご都合のつく時間帯で受講することがで
きます。（申請サイト www.pm-ninsho.jp 上の選択表示は 10
月 1 日のみとなっています）講座はいくつかのコマに分かれており、
コマ単位での受講もできます。
※詳細は申込み完了時にご本人宛てお知らせします。

2. 申込み期間
2021 年 8 月 16 日（月）～ 2021 年 9 月 6 日（月）

※本年度は申込み期間が短くなっていますのでご注意ください。
※締切日以降の申込みはできませんので、充分ご注意の上、お
早目のお申込みをお願いいたします。

3. 受講料
16,500 円【受験料 15,000 円 ＋ 消費税 1,500 円】

公式テキスト「プロモーショナル・マーケティング ベーシック」／
宣伝会議刊 2,700 円（＋消費税）は、受講料に含みません。別途
お買い求めください。

〔振込先〕
三菱 UFJ 銀行　新富町支店　普通　１０４４３７５
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
振込手数料は各自でご負担ください。
※すべてのコマが受講できなかった場合（受講者都合）でも、受
講料の返金・減額は行いません。
※直前講座の受講申込締切日（2021 年 9 月 6 日）を過ぎての受
講キャンセルの場合、受講料の返却はいたしませんのでご注意く
ださい。

5. 受講申込み方法
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受験専用サイトより、受験申込み ID 登録を行い、必要事項を入
力してください。
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）

③申込み受付メール（自動配信）を確認し、10 日以内を目安に受
講料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
ません。必ず、上記サイトの「個人ページ」にて、ご自身の申請
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
合では、振込手続きが異なります。（P.5「補足」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、申込みは受験者ご本人に行っていただきま
す。

6. 受講内容（変更になる場合もございます）
①プロモーション手法について
②プロモーション・ツール＆メディアについて
③戦略策定について
④戦術計画とその他の試験範囲について

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
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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、受験者個人が支払い、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。

　【nintei@jpm-inc.jp 宛てのメール内容】
　　①貴社名
　　（申込み責任者の方の）→ ②部署名　③氏名　④郵便番号　⑤住所　⑥電話番号　⑦メールアドレス
　　⑧試験受験人数　⑨直前講座受講人数　⑩公式テキスト必要部数  （←これらの数に基づき、請求書を発行いたします）

　【添付いただくもの  （ 暗号化したリストを、メール添付でお送りください ） 】
　　⑪受験・受講者リスト（←このリストに基づき、受験／受講者個人の申込み進捗状況を把握し、申込み責任者の方にご連絡いたします）

　  ※ 重要 ※
　  リストをご提出いただいても、受験・受講者ご本人からのエントリーが完了しなければ手続き完了には
　  なりません。受験・受講ができなくなる可能性があります。十分にご注意ください。

（補足）企業受験／受講を予定される企業の皆さまへ
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申込み責任者の方

受験者の方

JPM試験事務局

www.pm-ninsho.jp

nintei@jpm-inc.jp宛てに
下記項目（※）をメール送信

「企業受験コード」を発行

受験／受講料の請求書を発行

受験／受講料のご入金

受験／受講料の入金確認

申請手続完了

「企業受験コード」を受領

「企業受験コード」を
受験者の方に連絡

【受験／受講 web申請】
フォームに「企業受験コード」を入力

既に企業受験コードをお持ちの
企業様は同じコードが利用でき
ます。受験・受講者の人数、及び
変更項目のみお知らせください。

●JPM会員企業の方
受験者の方がフォームに
もれなく入力した時点で、
（ご入金確認を待たずに）
申請が完了いたします。

●JPM会員以外の企業の方
受験／受講料の全員分の
ご入金が確認された時点、
かつ、受験者の方がフォー
ムにもれなく入力した時点
で、申請が完了いたします。
申し込み締切日間際の
ご入金の場合、特にご注意
ください。

【試験エントリーの流れ】 【受験／受講料の流れ】

（※）企業受験／受講に際して、ご連絡いただく項目


