2018 年「法学検定試験」団体申込の詳細
団 体 申 込 資 格 ： 大学や企業等、法学検定試験委員会が認めた団体です。
団 体 申 込 条 件 ： 原則として受験者数 20 名以上とします。
申 込 責 任 者 ： あらかじめ申込責任者を決めていただきます。

１．仮申込み

10 月 16 日（火）までに「団体受験申込書」をファクシミリにて送信してく
ださい。
この段階では、
（４）～（７）および押印欄は空欄で結構です。
この仮申込みが期日までに送信されない場合は団体受験をお受けできない
場合がありますので、ご注意ください。

２．受験申込み（本申込み） 法学検定試験委員会事務局に 10 月 30 日（火）必着でお願いいたします。
（受験要項では 10 月 25 日（木）特約書店等受付締切日、26 日（金）願書
送付消印有効日となっておりますが、団体申込につきましては特別に延長
させていただいております。）
～本申込み時に必要な書類～
〈１〉団体受験申込書
〈２〉団体会場実施誓約書
〈３〉受験者全員の願書
〈４〉受験者全員分の受験料
（特約書店等発行の「書店払込証書」
または金融機関交付の「振込明細」
）
〈５〉試験会場地図・試験室レイアウト
〈６〉個人成績の団体宛通知申請書
なお、
「〈３〉受験者全員の願書」の中に、学外や社外の受験者が含まれ、
それらの受験者を団体の成績結果に入れないことを希望する場合は、該当
外 」と赤で記入
の受験者の「願書」の「⑧団体名」欄に団体名に続いて「○

してください。
また、
「〈６〉個人成績の団体宛通知申請書」は団体受験者の成績結果（合
否、各科目の個人データおよび団体の解答分析表を含む）の団体宛通知を
希望されない場合はお送りいただく必要はありません。通知を希望される
場合は、団体受験者の成績結果（合否および各科目の個人成績データ等を
含む）が申込責任者に通知されることを受験者本人に十分説明のうえ、願
書受付時に、
「願書」の「⑧団体名」の個人成績の通知承諾署名欄に必ず本
人にご署名いただいてください。署名がない方の成績は通知できませんの
で、お気をつけください。

３．団体試験会場

団体受験申込書「（４）試験実施会場」に試験を実施する会場を記入してく
ださい。これは、受験票に記載し、受験者に当日の試験会場として案内さ
れます。
会場は厳正・公平な試験を実施していただけることを前提とし、試験会場
までの最寄駅からの地図、試験会場・試験室のレイアウト図をご提出いた
だきます。
なお、昨年度までは「机は 3 人掛けでも 5 人掛けでも両端使用（2 名掛け）」
としておりましたが、本年度より「受験者同士の間が 1 席以上あれば何名
掛けかは問わない」に変更いたします。
原則として、試験会場は各団体様でご用意いただきます（会場の確保が不
可能な場合にはご相談ください）。
※同一試験室で、同時に異なるコースの試験は実施できません。

４．受験票の送付

受験票は 11 月 20 日（火）に受験者個人宛に一斉発送いたします。

５．検定試験監督・

厳正・公正な試験実施体制確保のため、
「誓約書」を提出いただくとともに、

運営体制

「団体会場実施規定」および「団体会場実施マニュアル」に従っていただ
きます。
目安としては（複数の試験室で試験を実施する場合）
、団体試験責任者 1 名、
各試験室に試験監督 1 名のほか、受験者 60 名につき 1 名の監督補助者を必
要とします。
検定試験実施の日時・実施方法等は、公開試験会場と同一の条件で行って
いただきます。なお、厳正・公正なる試験実施を担保するため、試験当日、
試験委員会から「試験監理者」を派遣することがあります。

６．合否通知・試験結果

合否通知・試験結果は受験者個別に送付いたしますが、ご希望により、受
験者全員の「団体成績表」等を団体申込責任者にお送りしています。団体
受験者の成績結果（合否、各科目の個人データおよび団体の解答分析表を
含む）を必要とする団体は「２．〈６〉」に関する説明をご参照下さい。

７．受験料のお支払い方法

受験料はつぎの（ａ）か（ｂ）のいずれかの方法で、受験者全員分を一括
でお支払いください。
（ａ）特約書店等の利用…特約書店等に受験料を支払い、書店発行の「④
書店払込証書（団体申込用欄使用）
」をお送りください。
（ｂ）銀行口座への振込…払込金融機関から交付される振込明細書をお送
りください（振込の際は必ず団体名を明記してください）。
※銀行口座への振込日の都合で願書と同時にお送りいただけない場合は申
込書(6)に予定日を明記してください。なお、試験日までのお振込をお願い
しておりますが、万が一、それ以降になる場合は、事務局までご連絡くだ
さい。
※特にご事情のない限り、割引額を差し引いた額（8.参照）でのお振込を
お願いしております。
※必要に応じて請求書を発行いたしますのでご相談ください。

振込先口座
みずほ銀行 銀座支店 （普 通）２２７５９０５
（口座名）法学検定試験委員会事務局
ゆうちょ銀行 <ゆうちょ銀行から>００１８０－３－５６７５３０
<他行から>○一九支店 （当座）０５６７５３０
（口座名）法学検定試験委員会事務局
８．受験料の割引

① 会場費、試験監督および事務連絡費等の費用の一部にあてていただ
く等のために検定料総額の 10％程度を割引させていただきます。
②

団体内で特約書店等を利用されず、願書の受付および検定料の送金事
務を行っていただいた場合（送金方法は銀行振込）
、その手数料分等の
意味で検定料総額の 10％程度を割引させていただきます。
裏面の「団体受験料割引について」をご参照ください。

上記①と②により、検定料から最大 20％程度の割引となります。
なお、銀行振込でお支払いいただく場合は、あらかじめ割引額を差し引い
てのお振込をお願いいたします。団体ごとの事情により割引額が異なりま
すので、お振込前に事務局に金額をご確認ください。
一旦全額をお支払いいただいた上での返金が必要な場合は、団体受験申込
書（７）の返金振込金融機関名・口座名・口座番号を記入してください。
返金先が昨年同様の場合はチェックボックスにチェックを入れてくださ
い。
返金方法につきましては、ご相談させていただきます。
*大口団体様の特例
受験申込者が延べ 100 名を超える大口団体様には、特別割引制度を設け
ております。団体割引後の受験料から，さらに 5％程度の割引を行います。
お申込者数が 100 名を超えた団体様には、返金方法につきましてご相談さ
せていただきます。
*割引率について
「○％程度」としておりますのは、1 円単位の端数が出ないように割引額
を決めさせていただいたためですので、計算にあたりご注意ください。
またご不明点等、詳しくは事務局までお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
法学検定試験委員会事務局
TEL:03-5614-5635/FAX:03-3661-7150
Email: houken09@cd.inbox.ne.jp
お気軽にお問い合わせください

「団体受験料割引について」
①

会場費，試験監督および事務連絡費等の費用の一部にあてていただくために検定料総額の 10％程度を返

金させていただきます。
②

団体内で特約書店等を利用されず，願書の受付および検定料の送金事務を行っていただいた場合（送金方

法は銀行振込）
，その手数料分として検定料総額の 10％程度を返金させていただきます。
上記①と②により，検定料から最大 20％程度の返金となります。
（消費税が 8％となりましたことに伴い，割
引率を固定すると 1 円単位の端数が生じるため，微修正を施しています）
*受験者数が 100 名を超える場合の特例
受験申込者が 100 名を超える団体様には，そのお礼として特別割引制度を創設いたしました。団体割引後の
受験料から，さらに 5％程度の割引を行います。お申込者総数が 100 名を超えた団体様には，返金方法につき
ましてご相談させていただきます。
（団体受験の詳細から抜粋）

【割引率 20％程度の場合の検定料】
○ベーシック〈基礎〉コース 4320 円→3460 円
○スタンダード〈中級〉コース 6480 円→5190 円
○アドバンスト〈上級〉コース 9720 円→7780 円
○ベーシック・スタンダードセット 8640 円→6920 円
○スタンダード・アドバンストセット 12960 円→10370 円

◆さらに受験者総数 100 名以上の場合の特別割引(25％程度)
○ベーシック〈基礎〉コース 4320 円→3460 円→3240 円
○スタンダード〈中級〉コース 6480 円→5190 円→4860 円
○アドバンスト〈上級〉コース 9720 円→7780 円→7290 円
○ベーシック・スタンダードセット 8640 円→6920 円→6480 円
○スタンダード・アドバンストセット 12960 円→10370 円→9720 円

【割引率 10％程度の場合の検定料】
○ベーシック〈基礎〉コース 4320 円→3890 円
○スタンダード〈中級〉コース 6480 円→5840 円
○アドバンスト〈上級〉コース 9720 円→8750 円
○ベーシック・スタンダードセット 8640 円→7780 円
○スタンダード・アドバンストセット 12960 円→11670 円

◆さらに受験者総数 100 名以上の場合の特別割引(15％程度)
○ベーシック〈基礎〉コース 4320 円→3890 円→3680 円
○スタンダード〈中級〉コース 6480 円→5840 円→5510 円
○アドバンスト〈上級〉コース 9720 円→8750 円→8270 円
○ベーシック・スタンダードセット 8640 円→7780 円→7350 円
○スタンダード・アドバンストセット 12960 円→11670 円→11020 円

※ご不明点等ありましたら事務局までお問い合わせ下さい。
≪お問い合わせ先≫
法学検定試験委員会事務局

TEL:03-5614-5635

FAX:03-3661-7150

Email: houken09@cd.inbox.ne.jp

