Application Form
第

回 日本知識力検定 （2019年

月

日 開催） 申込書 （表）
※裏面もあります

※Please write in the back side.

①

受験レベル
Ｔｅｓｔ Level

１つだけ選んで○で囲んでください
ＮC１
￥6480
Please select the test level and circle it.

②

受験地区
Ｔｅｓｔ Ａｒｅａ

受験場所を○で囲んでください
Please select the Test area and circle it.

③

名前（アルファベット）

ＮC２
￥6480

ＮC３
￥5400

東京

ＮC４
￥4320

ＮC５
￥4104

認定校

Alphabet(CAPITAL) / アルファベット（大文字） スペースを含め３０文字以内
合格証書に記載される名前になります。 It will be the name written on the certificate.

④

⑤

⑦

名前（ひらがな）

ひらがな 空白や「・」を含め２０文字以内
Please write in Hiragana within 20 characters including blank and "・".

生年月日
Ｄａｔｅ of Birth

年
year

お受取り住所（日本国内）
Ａｄｄｒｅｓｓ in Japan

月
month

性別
⑥ Ｓｅｘ

日 生まれ
day

・

女
Female

※郵便受けに漢字・カタカナとローマ字の両方で名前
を書いておいてください。名前を書いていないと受験票
や合格証書が配達されないことがあります。

受験票や合格証書の発送先になります

It will be the shipping address of exam ticket and certificate

※Write your name on the mailbox in both kanji
katakana and roman letters.If you do not write
your name , you may not receive the admisson
ticket and certificate.

名前
Ｎａｍｅ
郵便番号
Ｚｉｐ Ｃｏｄｅ

男
Male

〒

－

都道府県
Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ

市区町村～番地等

建物・アパート名～部屋番号等
Apartment～Room No.

⑧

※誰かと一緒に住んでいる場合は「○○様方」と追記してください。
If you live with someone,please add "○○様方".

変更後住所（日本国内） 引越し等で現在の住所が変わる場合は記入してください。
Ａｄｄｒｅｓｓ in Japan

郵便番号

〒

引越時期
Expected moving time.

月頃
Month

都道府県
Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ

市区町村～番地等

建物・アパート名～部屋番号等
Apartment～Room No.

一般財団法人

Zennippon johogakushu shinkou kyoukai

Application Form
日本知識力検定 申込書 （裏）
⑨

⑩

電子メールアドレス
アカウントログインパスワード
Login password for own account

⑪ 他の電子メールアドレス

⑫

⑬

⑭

携帯電話番号
学校名/会社名
出身国・地域
Ｃｏｕｎｔｒｙ/Ｒｅｇｉｏｎ of origin

⑮

第１言語（母語）
Ｎａｔｉｖｅ Language

写真付本人確認書類のコピー Please paste a copy of identification documents with photos.
・在留カード/ Residence card
・パスポート/ Passport
・免許証/ Driver's license
etc…

振替払込受付証明書（お客様用）を日付と金額がわかる様に のりでしっかりと貼ってください。

日本知識力検定 申込方法
Flow of application
①普通のボールペンかサインペンで枠内を記入してください。
Please fill in the box with a ballpoint pen or a pen.

②「振替払込受付証明書」を貼りつけてください。
Please paste transfer details.

③申込用封筒に入れて、当協会へ発送してください。
Please put in the envelope and send it to our association.

※申込受付期間内に協会へ到着するように発送してください。
申込受付期間を過ぎました場合は受験はできません。

【受験料振込先】Bank transfer
銀行名：三菱UFJ銀行 神田駅前支店
普通口座 2230191
ｲﾂﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｾﾞﾝﾆﾎﾝｼﾞﾖｳﾎｳｶﾞｸｼﾕｳｼﾝｺｳｷﾖｳｶｲ

一般財団法人全日本情報学習振興協会

※Please ship this application form to arrive at our association within the application end.
If the application end has passed , you can not take the test.

【郵送先】 一般財団法人 全日本情報学習振興協会 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-7-13 清話会ビル５階

