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 2022 年度 検定スケジュール(予定)  

 

月　日 事　項

6月1日 受験案内ダウンロード開始(個人/団体)

8月1日 13時より受験申請受付開始

9月21日 受験申込締切

11月頭頃 受験票ダウンロード開始

11月20日 検定試験実施(本試験日程)

11月21日 【団体受験】準会場用特別日程

11月22日 【団体受験】準会場用特別日程

11月22日 解答速報ホームページ公開

12月23日 合格者ホームページ発表

翌年1月6日 試験結果発送

1月15日以降 試験結果通知未着の連絡
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 実 施 要 項  

 

●試験実施日 

一般会場：2022 年 11月 20 日（日） 

準 会 場：2022 年 11月 20 日（日）、2022年 11 月 21 日（月）、2022 年 11 月 22 日（火） 
 
●検定実施等級 

３級・２級・準１級・１級 
 
●出願期間 

 8 月 1 日（月）13 時 ～ 9月 21 日（水） 

 ※お申し込みはホームページより行っていただきます。次ページ参照。 
 
●試験時間 ※試験時間は各級とも 80 分                  
【３級／準１級】  ・受付開始  09：50   【２級／１級】 ・受付開始  13：20 

         ・入室完了  10：25           ・入室完了  13：55 
         ・試験開始  10：40           ・試験開始  14：10 
         ・試験終了  12：00           ・試験終了  15：30 
 
●実施場所 

全国主要都市で主に個人のお申込みの方が受験する【一般会場】と、企業や学校、グループ等で、

自社・自校、貸会場などを試験会場として試験を実施する【準会場】があります。 

【一般会場（予定）】詳細は巻末参照 全国にて開催予定（一部の県を除く） 

北海道／東北 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 

関東 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 

甲信越／北陸 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県 

東海 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 

近畿 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 

中国／四国 島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・愛媛県 

九州／沖縄 福岡県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 
 

 
●受験資格 

年齢・性別・学歴・職歴・経験などに関係なく、どなた様でも受験できます。 

※外国語や点字による問題の用意はございません。 

※聴力に障害のある方、車椅子での受験を予定している方で、手話通訳や介添えの等が必要な方は、受験者本人による 

手配をお願いします。状況に応じて座席の調整をしますので、出願時にフォトマスター検定事務局まで状況のご連絡 

をお願いします。 
 
●ダブル受験（併願受験） 

連続する２階級を以下の要領で同日受験が可能です。 

① 午前に３級・午後に２級を受験 

② 午前に準１級・午後に２級を受験 

③ 午前に準１級・午後に１級を受験 
 
●検定料 (各級とも税込表記) 

３ 級：4,500 円  ２ 級：5,700 円 
準１級：6,800 円  １ 級：7,600 円 
★学生団体割引   ３ 級：3,500 円 

 ※ダブル受験(併願受験）をされる場合は、両級の検定料を合計した金額となります。 

 ※学生団体割引（３級のみ）は、条件を満たした学校で適用される特別価格です。 

適用条件は「学生団体割引」をご確認ください。  

納入した検定料は、受験しなかった場合でもお返し

できませんので、予めご了承ください。 
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 受 験 申 込  

●受験申込方法 

フォトマスター検定のお申込みは、ホームページ上より行っていただきます。 

ホームページ URL: https://www.pm-kentei.com/ 

「資料請求・受験申込」のページへお進みください。 
 

1.個人受験の方 

●検定のお申込みには、ユーザー登録が必要となります。登録は以下の４STEP で行います。 

   STEP 1．メールアドレスの登録 

   STEP 2．ユーザー情報の登録 

   STEP 3．ユーザー登録の完了(マイページの完成) 

   STEP 4．受験申込 

  ※お申込みはユーザー登録完了後、マイページより手続きを行ってください。 
 

2.団体受験の方 ※団体受験の詳細は 5 ページ「団体受験制度」でご確認ください。 

企業やグループなどで 5 名以上の出願者を取りまとめることができる場合には、「団体受験」と

して出願することが可能です。 

「とりまとめ責任者」の方が、ホームページより「団体受験案内資料」をダウンロードし、内容

をご確認の上、お申込みへとお進みください。 

●検定のお申込みには、団体登録が必要となります。登録は以下の４STEP で行います。 

   STEP 1．メールアドレスの登録 

   STEP 2．団体情報の登録 

   STEP 3．団体登録の完了(マイページ(団体ページ)の完成) 

   STEP 4．受験申込 

  ※お申込みは団体登録完了後、マイページより手続きを行ってください。 

  ※受験申請のための準備として、あらかじめ企業内、グループ内の受験者情報のとりまとめをお願いします。 

 

3.申込から試験結果通知までのスケジュール 

◇受験申込開始 2022 年 08月 01 日(月)13 時～ 

◇受験申込／受験料送金締切 2022 年 09月 21 日(水)まで 

◇受験票の交付(ダウンロード) 2022 年 11 月頭頃予定 

◇試験結果通知発送 2023 年 11月 76 日頃予定 

 

●フォトマスター認定カードの交付 

 合格者全員に、「フォトマスター認定カード」を交付いたします。なお、2 階級を同日に受験され、 

両階級とも合格された場合は、上位級の認定カードのみ交付いたします。 

 

●合格証明書の交付 

 必要に応じて合格証明書の交付（有料）をいたします。 

 

●合格者バッジの頒布 

 希望者には合格された級の合格者バッジを有料にて頒布しています。  
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 団 体 受 験 制 度  

 

1.団体受験とは 

学校、企業、グループ等で 5 名以上の出願者を取りまとめることができる場合、団体受験として出

願できます。この場合、検定料割り戻し制度が適用されます。とりまとめ責任者を１名決めていた

だき、フォトマスター検定のホームページから、「団体受験案内資料」をダウンロードし、その説明

に従い、団体登録、受験者登録を行ってください。準会場（自分の学校や会社等自前で用意した会

場）を設ける場合は、会場情報と試験官の登録も行います。 
 

※同一の受験者が個人受験と団体受験を併願することはできませんので、受験者を募集する際には、この点を周知願います。 

※試験官や試験会場を自前でご準備いただくことができれば、「準会場」での受験が可能です。 

 ※既定の実施日に団体での受験が困難な場合は、規定実施日の翌日、翌々日に別問題での受験を許可しています。 

但し、準会場が認可される団体に限ります。 

 

2.団体受験による優遇措置(検定料割り戻し制度) 

検定料金の優遇措置  準会場受験：一般受験料の 10％割り戻し 

          一般会場受験：一般受験料の 5％割り戻し 

 

3.団体受験の受験料のお支払いについて 

■お支払い方法 

郵便振替でのご送金、請求書に基づく銀行振込でのご送金が選択できます。 
 

  ■お支払い期限 

 11 月末までのご送金をお願いいたします(お早めにご対応ください)。 

 

3.学生団体割引 

学生の団体受験を対象にした割引を実施 

□割引対象条件 

下記 3 点を満たした 3級受験者のみに割引価格を適用いたします。 

・試験会場を学校で準備できること 

・試験官を自前（先生等）で準備できること 

※試験官は受験をしていないものとする 

・学校単位での申込とし、1 校につき 5 名以上の受験者がいること 

（満たない場合はご相談ください） 

□受験料金 

 3,500 円（税込） 

※検定料割り戻し制度の対象外となります。 

 

団体受験についてのお問合せ、ご相談はフォトマスター検定事務局までお問い合わせください。 

☎ 03-3361-2505 フォトマスター検定事務局直通番号 
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 試験問題について  

 ●問題は、階級ごとの難易度で出題されます。 

 ●マークシート方式の試験です。 

 ●出題形式：正誤問題、多肢択一問題、一主題複数出題方式、別紙図版用紙に示された写真・図等を 

見ながら解答する実践問題など。 

 ●設問内容：撮影方法、撮影技法、カメラのメカニズム、レンズ等の光学問題、露出の決定方法、撮 

影周辺機器・機材、ライティング、被写体関連知識、関連法規、マナー、写真史、写真 

家、プリンター関連問題、デジタルカメラ関連問題、フォトレタッチ関連問題、フィル 

ムカメラ関連問題など、写真とカメラにまつわる役立つ実用知識。 

 ●出題数 ：３級と２級は 60 問。準１級は 70 問。１級は 80 問。 

 

 合 格 基 準  

 各階級とも、所定の点数(満点の７割程度)以上の得点をもって合格とし、検定試験実施の約 40 日後

(12月23日頃予定)にホームページ上で合格者の受験番号を発表します。試験結果通知は本人宛に郵送、

または団体取りまとめ責任者宛に発送します(翌年１月６日頃発送予定)。 
 
※ 合否結果については、電話等による直接の問合せには応じられません。  

※ 得点や解答についての問合せには、一切応じられません。  

※ 受験者数や合格率などのデータにつきましては、検定ホームページなどで公表します。 

 

 表 彰 制 度  

 優秀な成績で合格された個人、および総合的に優秀な成績を収めた団体に対しては、当財団から表彰

状を送ります。 

 特に優秀な成績を収めた個人(各級１名)と団体(1 団体)には、文部科学大臣賞が授与されます。 

 

 個人情報の保護  

 当財団は、個人情報保護法に従い、下記のように事業運営を行うことをお知らせいたします。 

1. 検定試験の実施について関わった個人情報は、検定試験実施の目的に限って使用いたします。 

なお、漏洩、紛失、破壊、改ざんが無きよう、厳重に管理いたします。 

2. 検定試験の実施に関わった個人情報は、次の場合を除き、第三者に開示、提供はいたしません。

(1) ご当人の同意のある場合。 

(2) 利用目的に必要な範囲で、業務委託会社に託する場合。なお、この場合は、業務委託会社と 

 個人情報に関する機密保持契約を締結いたします。 

(3) 個人の特定が不可能な状態で、統計的データとして利用する場合。 

(4) 法令等に基づいて、個人情報の開示を求められた場合。 

3. 個人情報に関して適用される法令、およびその他の規範を遵守いたします。 

4. 職員の教育、研修を行い、個人情報に関する意識の向上と啓蒙に努めます。 
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 新型コロナウイルス等の伝染病の対応  

 

国際文化カレッジでは、令和 4 年 11 月の試験につきまして、新型コロナウイルス等感染症に対し予防

策を講じながら試験の運営に努めてまいります。つきましては、下記の各項目についてご協力をお願い

いたします。また、新型コロナウイルス等感染症の感染状況によっては、受験申込を受け付けた後でも、

試験中止の判断をする場合がございますことを、ご理解の上お申し込みください。 
 

１．一般会場試験会場での運営側の取組み 

(1) 会場スタッフは出勤前に検温を行うなど、健康管理に十分配慮します。 

(2) 会場スタッフは試験会場においてマスクを着用いたします。 

(3) 試験会場の設備に応じて、空調機を稼働する、試験室の窓が開く場合には窓を開けるなど、換気を

行います。このため、屋外からの騒音が入る場合があります。また、試験室の室温調節ができない場合

がありますので、容易に着衣・脱衣ができるよう服装に十分ご注意ください。 

(4) 試験会場の座席は、受験者全員が試験室の前方を向く配置とし、左右の受験者との間が 1 席分以

上空けるよう配置します。 

(5) 受験者に感染が疑われる者が出た場合、保健所等の公的機関による聞き取りに協力し、必要な個

人情報の提供を行うことがあります。 
 

２．一般会場での受験前のお願い 

 受験日当日まで、感染予防（手洗いの励行、外出時のマスク着用等）に気を配り、体調管理に努めて

くださいますようお願いいたします。また、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、受験申込につい

ては、各自においてリスクをご判断くださり、不安のある方は受験をお控えください。 

□ 発熱、咳、咽頭痛などがある

□ 風邪の症状が続いている

□ 味、においがしない

□ だるさや息苦しさがある

□ 2週間以内に新型コロナウイルス感染症と診断された

□ 2週間以内に感染拡大地域への訪問歴もしくは、訪問者との濃厚接触歴がある

□ 同居する人が以上の項目のいずれかに当てはまる

ヘルスチェックシート

 
 

３. 一般会場での受験当日のお願い 

①試験会場内ではマスクの着用をお願いいたします。マスクを着用されていない方は、受験をお断りす

る場合がありますのでご注意ください（マスクは持参してください）。 

②消毒用アルコール、除菌ウェットティシュなどを持参されても構いません。ただし、試験時間中は使

用できませんので、開始時間前までにカバン等に収納してください。 

③試験会場への入場時の混雑を避けるため、時間に余裕をもって来場するようお願いいたします。また、

入場時・退場時は他の受験者とできるだけ間隔を空けて入退場するようにしてください。 

④トイレに行く場合は、できるだけ間隔を空けて整列するようにしてください。 

⑤昼食、休憩時間等においては、対面での飲食や会話を避けるとともに、できるだけ間隔を空けるよう

お願いいたします。 

⑥会場内では私語はなるべく慎んでください。 

⑦試験当日、激しく咳き込むなど体調不良が認められる方は、試験を中止し、退席していただく場合が

あります。 
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【受験予定の一般会場が試験中止の場合】 

・中止の場合は個別にご連絡し、ご返金（受験料のみ）の対応をさせていただきます。 

・なお、連絡が間に合わない場合も想定されますので、受験前日に必ず、検定ホームページにて中止 

情報が掲載されていないか確認をしてください。 

 

【新型コロナウイルス感染症等の伝染性疾患の疑いにて自主欠席の場合】 

・試験日より一週間以内に、フォトマスター検定事務局まで e メールにてご連絡ください。 

ご返金（受験料のみ）の対応をさせていただきます。 

 

 

― 団体受験関係 ― 

◆団体受験：一般会場で受験の場合 

一般会場での受験をされる団体受験の受験者の方で伝染性疾患の疑いで欠席される方は、とりまとめ

責任者の方に連絡をし、とりまとめ責任者の方がフォトマスター検定事務局までご連絡・ご報告をお願

いいたします。 

◆団体受験：準会場での取組みについてのお願い 

上記の「１．一般会場試験会場での運営側の取組み」に準じて、試験官等のスタッフ、会場の設営、

会場の管理をお願いいたします。 
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― 一般会場詳細 ― 

 

       会場名  所在地＆会場 URL 
 
01.北海道 ：北海道建設会館 〒060-0004 北海道札幌市中央区北４条西３丁目１番地 
    ９階中会議室 http://www.h-kensetsukaikan.co.jp/publics/index/4/ 
 
02.青森県 ：リンクステーションホール青森 〒030-0812 青森県青森市堤町 1 丁目 4 番 1 号 
    ２階展示室 http://aobunkanko.com/facility/linkstationhall/#h2-14 
 
03.岩手県 ：いわて県民情報交流センター 〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 7番 1 号 
    ８階研修室 813 https://www.aiina.jp/soshiki/2/21.html 
 
04.宮城県 ：フォレスト仙台 〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-45 
    ２階第 10 会議室 https://www.forestsendai.jp/aboutus/map 
 
05.秋田県 ：秋田県社会福祉会館 〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町 1-5 
    ９階第２会議室 https://www.akitakenshakyo.or.jp/ 
 
06.山形県 ：山形県郷土館 文翔館 〒990-0047 山形県山形市旅篭町 3丁目 4-51 
    旧県庁舎 ３階第１会議室 https://www.gakushubunka.jp/bunsyokan/access/#map 
 
07.福島県 ：福島テルサ  〒960-8101 福島県福島市上町 4 番 25 号 
    ４階つきのわ http://www.f-shinkoukousha.or.jp/terrsa/access.html 
 
08.茨城県 ：㈱伊勢甚本社 中央ビル 〒310-0026 茨城県水戸市泉町 2 丁目 3 番 2 号 
    ８階Ｇ室  http://www.isejin.co.jp/fudousan/access/ 
 
09.栃木県 ：栃木産業交流センター 〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜 1 丁目 5番 40 号 
    ２階第３会議室 https://www.smrj.go.jp/doc/institute/tokyo/tochigisangyou.pdf 
 
10.群馬県 ：群馬会館  〒371-0026 群馬県前橋市大手町二丁目１番１号 
    地下１階第１会議室 https://www.pref.gunma.jp/01/a2710017.html#akusesu 
 
11.埼玉県 ：さいたま共済会館 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町 7-5-14 
    ６階 601(第 1 ホール) https://www.sahn.jp/download/yousei/54teikikousyukai2.pdf 
 
12.千葉県 ：ポリテクカレッジ千葉 〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町 2-25(千葉キャンパス) 
    本館１階視聴覚教室/２階大会議室 https://www3.jeed.go.jp/chiba/college/school/access/index.html 
 
13.東京都 ：東京セミナー学院 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-4-6 東京三協信用金庫ビル 
    ５階 501／６階 601 https://www.ances.jp/map.html 
 
14.東京２ ：ユーキャン本部ビル 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-2-38 
    ３階 大ホール https://www.u-can.co.jp/company/map/map.html 
 
15.神奈川県：神奈川産業振興センター 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 
    13F 第 1＆2 会議室、14F 多目的ﾎｰﾙ https://www.kipc.or.jp/about-kip/access/ 
 
16.新潟県 ：新潟ユニゾンプラザ 〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所 2 丁目 2番 2 号 
    ４階小研修室２ https://www.unisonplaza.jp/access/ 
 
17.富山県 ：富山県民会館 〒930-0006 富山県富山市新総曲輪 4-18 
    ５階 501 号室 https://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/access-parking/index.html 
 
18.石川県 ：金沢市文化ホール 〒920-0864 石川県金沢市高岡町 15番 1 号 
    ３階第５会議室 https://www.bunka-h.gr.jp/access/ 
 
19.福井県 ：福井県産業情報センター 〒910-0296 福井県坂井市丸岡町熊堂第 3 号 7番地 1-16 
    ２階会議室ＡＢ https://www.fukui-iic.or.jp/access.html 
 
20.山梨県 ：山梨県地場産業センター 〒400-0807 山梨県甲府市東光寺 3-13-25 
    ２階小会議室 https://kaiterasu.jp/access/ 
 
21.長野県 ：JA 長野県ビル 〒380-0826 長野県長野市北石堂町 1177 番地 3 
    12階 12C 会議室 https://www.naganoken-jabill.co.jp/access/ 
 
22.岐阜県 ：じゅうろくプラザ 〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町 1丁目 10 番地 11 
    ４階 研修室１ http://plaza-gifu.jp/access/ 
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https://www.smrj.go.jp/doc/institute/tokyo/tochigisangyou.pdf
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https://www.sahn.jp/download/yousei/54teikikousyukai2.pdf
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https://www.unisonplaza.jp/access/
https://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/access-parking/index.html
https://www.bunka-h.gr.jp/access/
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https://www.naganoken-jabill.co.jp/access/
http://plaza-gifu.jp/access/
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23.静岡県 ：レイアップ御幸町ビル 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町 11-8 
    ５階貸会議室５－Ｃ https://rental.csa-re.co.jp/csa_map_b001.pdf?200917 
 
24.愛知県 ：名古屋市中小企業振興会館 〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上 2 丁目 6 番 3 号 
    ４階第３会議室 https://www.nipc.or.jp/fukiage/sponsor/access.html#subway-sponsor 
 
25.三重県 ：サンワーク津 〒514-0002 三重県津市島崎町 143－6 
    ２階第５会議室 https://www.joyfull-chusei.jp/sunwork.php 
 
26.滋賀県 ：大津市ふれあいプラザ 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津５階 
    ５階大会議室 http://www.fukusi-otsu.or.jp/publics/index/4/ 
 
27.京都府 ：京都教育文化センター 〒606‒8397 京都府京都市左京区聖護院川原町 4‒13 
    ２階 202 号、203 号 http://kyoto-kyobun.jp/about/#access 
 
28.大阪府 ：大阪私学会館 〒534-0026 大阪府大阪市都島区網島町 6-20 
    ４階講堂  https://www.osaka-shigaku.gr.jp/kaikan/access/ 
 
29.兵庫県 ：神戸市産業振興センター 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1 丁目 8 番 4 号 
    ９階会議室 901 https://www.kobe-ipc.or.jp/facility/access.html 
 
30.奈良県 ：奈良県産業会館 〒635-0015 奈良県大和高田市幸町 2 番 33 号 
    ３階 会議室Ｃ https://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=21387 
 
31.和歌山県 ：和歌山県 JA ビル 〒640-8331 和歌山県和歌山市美園町 5-1-1 
    ２階会議室２－Ａ http://www.wakayamaken-jabill.jp/accessmap.html 
 
32.島根県 ：松江テルサ  〒690-0003 島根県松江市朝日町 478-18 
    ４階 研修室２ https://www.matsue-terrsa.jp/ 

から「松江テルサについて」→「交通アクセス」と進みます。 
 
33.岡山県 ：ピギー貸会議室 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町 2-5 安田岡山磨屋町ビル 
    ３階３－Ｄ会議室 https://www.piggy.jp/ 
 
34.広島県 ：広島オフィスセンター 〒732-0805 広島県広島市南区東荒神町 3-35 
    ５階第Ｇ会議室 https://intelligent-hotel.co.jp/oc/t_fronts/access 
 
35.山口県 ：山口県教育会館 〒753-0072 山口県山口市大手町 2-18 
    ３階会議室Ⅰ http://www.ykyoikuk.or.jp/new_site/map.html 
 
36.徳島県 ：ヒューマンわーくぴあ徳島 〒770-0942 徳島県徳島市昭和町 3丁目 35-1 
    ３階３０２号会議室 http://workpia-tokushima.jp/chizu.html 
 
37.愛媛県 ：子規記念博物館 〒790-0857 愛媛県松山市道後公園 1-30 
    ２階 会議室 https://shiki-museum.com/usage/ 
 
38.福岡県 ：第三博多偕成ビル 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1 丁目 3 番 6 号 
    ４階大会議室+小会議室 http://www.t-kaisei.co.jp/property/hakata_rental_3.html 
 
39.熊本県 ：熊本市国際交流会館 〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町 4−18 
    ３階研修室３ https://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/kiji003277/index.html 
 
40.大分県 ：大分県中小企業会館 〒870-0026 大分県大分市金池町 3丁目 1-64 
    ６階 中会議室 http://kaikan.oita-shokokai.or.jp/kaikan_map.html 
 
41.宮崎県 ：宮崎県婦人会館 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭 1-3-10 
    ３階「おすず」 http://www.mfkaikan.jp/access/ 
 
42.鹿児島県：鹿児島県婦人会館 〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田 2 丁目 27番 12 号 
    ２階第３会議室 http://kag-fujin.jp/access.html 
 
43.沖縄県 ：沖縄産業支援センター 〒901-0152 沖縄県那覇市小禄 1831番地 1 
    ３階 304 中研修室 https://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/?page_id=23 
 

※東京 23 区内の予定会場は２ヶ所ありますが、どちらかを選択することはできません。 
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