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2022/7/27時点



日本販売士協会 2022年度事業活動計画の概要
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環境変化、特に

１．学習者、受験者

の拡大

２．各地販売士協会

の活性化

３．登録講師の活躍

推進

４．販売士教育人材の育成支援 ５．効率的・効果的な組織運営、広報活動

販
売
士
制
度
の
普
及
振
興

ネット試験化に対応



（実施済み・実施中）

1. 合格者宛名ラベル提供による入会促進支援

2. 販売士検定リーフレットの活用

（取り組みとお願い）

1. 団体受験の普及、新規開拓

2. 大学との連携の拡大（寄付講座、連携講座／登録講師による講義）

3. 高校等の連携（登録講師による授業）

（取り組み予定）

1. 販売士資格取得支援・人事優遇企業の情報収集（調査実施）

2. 「販売士協会オンラインサロン」（オンライン定例会の実施）

（検討中）

1. 個人受験・学習情報の整理・発信

2. 販売士PRツールの作成

3. 業界団体への販売士資格推奨
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（実施済み・実施中）



１．合格者宛名ラベル提供による入会促進
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2021年7月28日～2022年8月6日間の合格者の宛名ラベル・日商封筒・日
商名送付状を各地販売士協会に提供

9協会から提供希望あり

8月中旬に実施予定

次年度以降も継続

２．各地販売士協会の活性化

ネット試験化に対応



２．販売士検定リーフレットの活用
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販売士検定リーフレットを活用希望者に配布

7/20現在、29者へ2981部送付

活用報告事例
販売士受験対策講座（高校を卒業した専門学校の
学生）と社会人対象の就職支援講座における受講
生に配布、説明、

職場（SM）で「販売士検定」活用の効果を対面で
説明。

配布説明によりネット試験移行により減少した受
験者数の回復、増加を見込む

周辺の商業高校への配布など（数校）・掲示

県内中心に大学・高校など配布・掲示

大学内の掲示板に両面を掲示
事務所での掲示事例

１．学習者、受験者の拡大
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（取り組みとお願い）



１．団体受験の普及、新規開拓
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「団体受験」説明資料テンプレートの作成（参考資料ご参照）

都道府県別団体受験実施状況の情報提供（27府県で未実施）

各地販売士協会や登録講師による「団体受験」実施教育機関開拓の活動を
支援
申請／報告により交通費（公共交通機関、隣接県まで、日商規程準拠）等を支給し
ます。

アプローチ先機関が団体受験の新規実施に至った場合はご連絡ください。

 ご自身のご所属、ご関係の団体、学校等での「団体受験」実施をご検
討ください。

 各都道府県における「団体受験」実施機関の開拓にご協力ください。

１．学習者、受験者の拡大

ネット試験化に対応

お願いします

ＰＣ・インターネットに関するＩＴスキルのある方はご協力ください。



２．大学との連携の拡大
（寄付講座、連携講座／登録講師による講義）
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「ビジネス実務とマーケティング理論の繋がりを学生に伝える」ことを目
的に、木下浩司氏（登録講師）のコーディネートにより、2020年度から
日本大学商学部で寄付講座（15回・単位認定）を実施。

2022年度は日大、高千穂大学で開講（内容は次ページ参照）。

さらに2～3回程度の登録講師講義を2大学（岩手県、福岡県）で検討中。
既設のマーケティング関連科目の中で２～3回の登録講師講義を組み入れ
るもの。

継続的な講義実施、学習者・受験者拡大、団体受験拡大につながると見込
まれる大学の情報を収集中。

地元の登録講師による講義を優先し、講座開設を検討。

 地元大学等へアプローチをお願いします。
 大学情報、講師情報をお寄せください。

３．登録講師の活躍推進

１．学習者、受験者の拡大

２．各地販売士協会の活性化

お願いします



（参考）2022年度寄付講座の内容
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科目 講師 内容

1
オリエンテー
ション

日大 岸本教授

2小売業の類型 木下浩司 店舗形態別小売業

3
マーチャンダイ
ジング

宮川誠一 チェーンストア商品計画と販売計画

4
ストアペレー
ション

金澤 昭彦 スポーツメーカーの環境への取り組み

5
マーチャンダイ
ジング

近藤正幸 ロジスティクス

6
マーチャンダイ
ジング

橋本泉 売れる店はここが違う！

7マーケティング 齊藤 彰 「商圏調査と出店戦略」

8マーケティング 米林 一郎 国内外の顧客満足例比較から日本型ＣＲＭを考える

9
ストアペレー
ション

丸橋弘和 空港におけるリテールと実証実験事例

10マーケティング 高橋恭子 広告、リージョナルマーケティング

11マーケティング 上澤 彰
インストアマーチャンダイジングにおけるVMDの実
際

12プロモーション
リンクアップ
とっしー

販売士の知識の活用事例

13
マーチャンダイ
ジング

吉野史紀 顧客視点を持ち続けることの大切さ

14販売・経営管理 内村 敬子 接客（ワークショップ）

15まとめ 日大 岸本教授

1
オリエンテー
ション

高千穂大学 竹
内教授

2小売業の類型 白鳥和生 コロナ禍における流通と消費の変化

3小売業の類型 齋藤彰 商業集積の基本（商店街・SCの現状と特徴）

4
マーチャンダイ
ジング

上澤彰 ブランド戦略におけるブランディングの実際

5
マーチャンダイ
ジング

宮川誠一
マーチャンダイジングの概要① 流通業のマーチャン
ダイジング

6
マーチャンダイ
ジング

宮川誠一 マーチャンダイジングの概要➁ バイヤーの仕事とは

7
マーチャンダイ
ジング

永田るり子
時代の転換期に創る・育てる事業の柱！～新商品開発
と販売計画づくり～

8
ストアオペレー
ション

永田るり子 利益につながるIT活用～生産性向上の現場から～

9
ストアオペレー
ション

髙橋智信 街の書店のこれから～販売の実態と経営管理～

10マーケティング 吉野史紀 顧客視点を持ち続けることの大切さ

11マーケティング 上澤彰
マーケティング（リージョナルプロモーションの基
本）

12マーケティング 木下浩司 マーケティング（店舗開発・立地戦略）

13マーケティング 上澤彰 ＳＤＧｓと消費生活

14RMその他
リンクアップ
とっしー

なぜ販売士取得に至ったか、今の仕事にどう生かして
いるか

15まとめ
高千穂大学 竹
内教授

日本大学商学部 寄付講座 高千穂大学 寄付講座
３．登録講師の活躍推進

１．学習者、受験者の拡大

２．各地販売士協会の活性化



３．高校等の連携（登録講師による授業）
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１コマ以上／受講者20名以上の出前授業が実施可能で、継続的な学習
者・受験者拡大、団体受験開拓が見込まれる教育機関の情報を収集中

出前授業講師（自薦／他薦）の情報を収集中

授業実施の場合は謝礼、交通費をお支払いします※
※所定の申請／報告書提出が必要です。交通費は原則隣接県までの公共交通機関経費、
協会規程準拠となります。

 高校、大学、専門・各種学校の情報、講師の情報をお寄せください。

３．登録講師の活躍推進

１．学習者、受験者の拡大

２．各地販売士協会の活性化

お願いします
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（取り組み予定）



１．取得支援・人事優遇企業事例の収集
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各位における販売士検定普及活動の材料としていただくため、「販売士資
格取得支援・人事優遇企業・団体事例アンケート調査」を実施します。

プレ調査による調査結果（資料化のイメージ）

事業内容
所在地（都
道府県）

従業員数資本金（万円） 資格取得支援の内容 人事優遇の内容

総合スーパー、スーパーマー
ケット

秋田県 200 5000通信教育講座受講料、受験料を支援 3級以上合格者に資格手当を支給

ドラッグストア 富山県 300 2000受験料を支援 合格祝い金を支給

鉄道事業他 東京都 54,880 200,000修了者に対して半額補助 人事制度にリンク

コンビニ、飲食、飲料製造・販
売

東京都 2,753 41,110受講料を全額補助 人事制度にリンク

家電商品の卸売販売、修理・
サービス業務、太陽光・リ
フォーム・システムに関するエ
ンジニアリング事業等

東京都 6,340 10,000
受験料・更新料の費用補助制度、社内
学習講座あり

会社公認資格として従業員の取得すべき
スキル認定、月額手当てあり（一部社
員）

農業団体 東京都 7,939 115,253受講料全額補助 人事制度にリンク

食品卸売 長野 559 3,719修了者の半額補助 人事制度リンク

 追って、ご案内いたしますのでご協力ください。

１．学習者、受験者の拡大



２．販売士協会オンラインサロン
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登録講師の情報共有・スキルアップの一助として、月1回のオンライン定
例会をスタート。

各回、登録講師による講演（報告）と質疑・意見交換を行う。

登録講師の活躍推進（キャリアアップ、スキルアップ）、販売士学習者・
受験者増加、各地での活動等、多様なテーマ設定を想定。

３．登録講師の活躍推進

 追って、ご案内いたします。
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（検討中）
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１．学習・受験情報の整理・発信

ネット試験化後の情報について、「知られていない」「分かりにくい」の
は「団体受験」だけではなく、「個人受験」「学習方法」でも同様。

各地販売士協会の各種取り組み情報を含めて情報を整理・発信

１．学習者、受験者の拡大

２．各地販売士協会の活性化

ネット試験化に対応



２．販売士ＰＲツールの作成

17

• 販売士資格所有をPRできるツール作成を検討

• 例えば、名刺貼り付け用シール 等

家電業界資格である、家電アドバイザーの
場合、資格者向け記念・PRグッズを販売。
顧客向けPRのため名刺にシールを貼る
ケース多い。

１．学習者、受験者の拡大
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３．業界団体向けの販売士資格推奨依頼

業界団体など各種団体向けに販売士資格を推奨、登録講師活動をアピール
等を行う文書を発出

１．学習者、受験者の拡大



（実施済み・実施中）

1. 合格者宛名ラベル提供による入会促進支援

2. 販売士検定リーフレットの活用

（取り組みとお願い）

1. 団体受験の普及、新規開拓

2. 大学との連携の拡大（寄付講座、連携講座／登録講師による講義）

3. 高校等の連携（登録講師による授業）

（取り組み予定）

1. 販売士資格取得支援・人事優遇企業の情報収集（調査実施）

2. 「販売士協会オンラインサロン」（オンライン定例会の実施）

（検討中）

1. 個人受験・学習情報の整理・発信

2. 販売士PRツールの作成

3. 業界団体への販売士資格推奨
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ご活用ください。

追ってご案内いたします。

検討・実施してまいります。
ご提案をお待ちします。

団体受験の実施、および地元での「団体受験」開拓をお願いします。

情報をお寄せください。
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ご清聴ありがとうございました。

続いて、4名の方からご報告をいただきます。

(1)団体受験の導入手続き、施行の実際と成果

伊藤陽介氏（岐阜県立土岐商業高等学校 商業科主任）

(2)企業内研修および団体受験の導入

米林一郎氏（登録講師、大阪販売士協会教育委員・理事、

神奈川販売士協会会員）

(3)大学との連携

木下浩司氏（登録講師、当協会広報委員、東京販売士協会常任理事）

(4)高校への販売士教育導入の可能性

岸本徹也氏（当協会参与、登録講師、日本大学商学部教授）


