
会員　　・　　一般　　・　　全建石会員

※2017年 9月現在

お墓の教科書

模擬問題集 2015

日本人のお墓（第一集・第二集）

定価 16,200 円

会員 8,640 円

定価 540 円模擬問題集 2014

定価 1,080 円

過去検定問題集 2017 定価 2,000 円

模擬問題集 2016 定価 1,620 円

セット
定価

4,320 円

検定用テキスト
お墓の教科書
定価 16,200 円（税込）
※会員価格 8,640 円（税込）

2014 年 9月発行

試験対策の決定版！
模擬問題集2014年度版
定価 540 円（税込）
※共通価格

2014 年 11月発行

試験対策の決定版！
模擬問題集2015年度版
定価 1,080 円（税込）
※共通価格

2015 年 9月発行

試験対策の決定版！試験対策の決定版！
模擬問題集2016年度版
定価 1,620 円（税込）
※共通価格

2016 年 10 月発行

試験対策の決定版！試験対策の決定版！
過去検定問題集2017年度版
定価 2,000 円（税込）
※共通価格

2017 年 10 月発行予定

試験対策の決定版！ 参考資料
日本人のお墓 （第一集・第二集）
セット定価4,320円（税込）
2003年 8月発行（第一集）
2004 年 9月発行（第二集）

※模擬問題集 2014 をプレゼント中！
　～数量限り～

※2017 年 10月発売予定

【参考資料】

【検定試験日】

2018年1月24日（水）

【受検申込書受付期間】

2017年10月25日（水）～12月7日（木）
※12月7日の消印まで有効

【受検地　全国6会場】

札幌・仙台・東京・大阪・高松・福岡

第14回

受検要項

お墓ディレクター
検定試験

水水）～12月7日（）～12月7日（）～12月7日（）～12月7日（木木））



第14回 お墓ディレクター検定試験　受検要項 第14回 お墓ディレクター検定試験　受検要項

5. 検定試験の実施
● 第14回お墓ディレクター検定試験

● 日程・・・2018年1月24日（水）
● 時間
　　  1級　試験スケジュール
 12 ： 00～ 入室開始
 12 ： 30～ 受検上の注意事項説明開始
 13 ： 00～13 ： 45 正誤判定・多肢選択試験
      （45分）
 13 ： 45～13 ： 55 解答用紙回収
 13 ： 55～14 ： 05 休憩
 14 ： 05～14 ： 15 記述式試験問題・
      解答用紙配布
 14 ： 15～15 ： 45 記述式試験（90分）
 14 ： 45～15 ： 35 退室可能時間
 15 ： 45～ 記述式解答用紙回収
 16 ： 00頃 退室開始

　　  2級　試験スケジュール
 12 ： 00～ 入室開始
 12 ： 30～ 受検上の注意事項説明開始
 13 ： 00～14 ： 30 試験（90分）
 13 ： 30～14 ： 20 退室可能時間
 14 ： 30～ 解答用紙回収
 14 ： 45頃 退室開始

● 受検会場

札　幌　北海道立総合体育センター北海きたえーる

仙　台　福祉プラザ

東　京　TOC有明コンベンションホール

大　阪　新大阪丸ビル新館

高　松　高松テルサ

福　岡　リファレンス駅東ビル

1. 検定試験趣旨
日本のお墓文化の発展とお墓の正しい理解と普及を図るため、
お墓についての幅広い知識、教養を備えた方 を々審査します

2. 試験実施機関
お墓ディレクター検定は一般社団法人日本石材産業協会
（以下、本会）が行い、その実際の試験業務はお墓ディレクター
委員会がその任にあたります

3. 等級区分
1級
2級

4. 受検資格
1級=実務経験 3年以上 の2級資格取得者

注1：実務経験とはお墓及びお墓の関連業に携わった経
験を意味する

注2：実務経験年数については事業主の証明が必要（ア
ルバイトの期間は算入しない）

注3：実務経験年数・事業主の証明については、申込書
裏面にご記入ください

注4：実務経験3年以上とは、入社日から試験実施日
までにお墓及びお墓の関連業に携わった期間が
丸3年以上経ていることを意味します

2級=実務経験は問わないが、お墓及びお墓の関連業に携わる者

注1：事業内容の証明については、申込書裏面にご
記入ください

基幹科目「お墓ディレクター検定2級試験対策授業」のカ
リキュラムを修了したもの（見込含む）
　2017年度の認定校

・駿台トラベル＆ホテル専門学校　葬祭マネジメント学科

お墓及びお墓の関連業とは・・・
墓石小売業、墓石加工業、採石業（墓石関連）、墓石卸業、
墓石輸入・輸出業

墓石文字彫り業、墓石クリーニング業、墓石施工業、石材運
送業（墓石関連）

機械工具・ダイヤモンド・コンピュータなどの墓石関連メー
カー、卸、商社

墓装品メーカー、卸、商社（墓地関連商品の取り扱い業者）、
出版業（墓石関連）

墓石を販売している業者（建築環境石材業者、造園業者、
仏壇業者、葬祭業者、墓地管理者、農協、生協など）

その他：本会がお墓及びお墓の関連業に携わると認めた者

※表①
注1：

注2：

注3：

注4： 

注5： 

受検地は「受検申込書」の希望受検地よりお選び
ください
受検者数によっては一部の方に受検地の変更を
お願いする場合があります
受検教室などの詳細は1月中旬発送予定の「受検
票」に記載いたします
会場は変更になる場合もあります。「受検票」にて
ご確認ください
受検申込後の会場変更はいたしかねますのでご注意
ください

6. 受検申込期間
2017年10月25日（水）～12月7日（木）

12月7日（木）の消印有効

注 ： 受検申込期間を過ぎて到着したものに関しては受付され
ません

7. 受検料
1級=30,000円
 （本会会員及び会員企業の従業員、または全建石会員は

18,000円とします）

2級=30,000円
 （本会会員及び会員企業の従業員、または全建石会員は

18,000円とします）

注1：一度払い込まれた受検料はいかなる場合であれ返
還いたしません

注2：受検料は必ず、受検申込者本人の名義で払い込
みください。なお手数料は払込人負担です

注3：払込票を郵便局に提出すると「払込金受領証」の
部分を渡されますので、後日、受検票が届くまで必
ず保管してください。この「払込金受領証」は、受検
申込書を提出した証明となり、受検票が届かない場
合の問い合わせに必要です

8. 受検申込書類及び資料の請求先
一般社団法人 日本石材産業協会

（業務時間／9：30～17：30、土・日・祝日を除く）

〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-9　日計ビル2F
Tel：03-3251-7671　Fax：03-3251-7681
Eメール：office@japan-stone.org
ホームページ　http：//www.japan-stone.org/ohaka/

9. 受検申込書類の送付先
〒277-8691
千葉県柏郵便局私書箱50号
お墓ディレクター検定試験受付係

注：必ず専用の返信用封筒を使用し、簡易書留でご送付ください

10. 受検の申請方法
受検を希望される方は下記の要領に従って申請してください

　個人申込の場合

1 受検料を必ず受検者本人名で指定の払込取扱票を使用し、
指定口座に所定の金額を払い込み、「振替払込請求書兼受
領証と振替払込受付証明書（お客さま用）」を受け取る

2 受検申込書に必要事項を記入のうえ、申込書の指定位置に
「振替払込受付証明書（お客さま用）」を貼付し、専用の返信
用封筒を用いて簡易書留にて送付する

※受検申込書記入にあたっては、要項内の記入例（P5・P6）
を参照し表裏漏れのない様に、記入する

3 書類審査のうえ、本会より受検者に「受検票」を送付します

　会社一括申込の場合（2名以上可）

1 受検料を会社名で指定の払込取扱票を使用し、指定口
座に所定の金額を払い込み、「振替払込請求書兼受領
証と振替払込受付証明書（お客さま用）」を受け取る。この際、
各受検級の人数を「払込取扱票」の通信欄に必ず記入する

2 「会社一括受検申請書・名簿」の作成が必要となります
別途、本会までご請求ください

3 全受検者の受検申込書が必要となります

4 受検者全員の受検申込書をご用意いただき、代表者の方の
受検申込書の指定位置に「振替払込受付証明書（お客さ
ま用）」を貼付し、専用の返信用封筒を用いて簡易書留にて
送付する。代表者以外の受検者はコピーして貼付する

（1）受検申込書送付受付後に、病気・退職等の理由であって
も、他の受検希望者への振替受検は一切認めません

（2）「会社一括受検者名簿」の人数分の受検申込書が揃っ
ているか、必ずご確認ください。揃っていない場合、書類
審査が受付されません

（3）受検申込書記入にあたっては、要項内の記入例（P5・
P6）を参照し表裏漏れのない様に、記入する

（4）受検料の相違などがあった場合は、受検の受付をいたしかね
る場合がありますのでご注意ください

※払込取扱票の住所は会社の住所をご記入ください
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1級

第１０回検定合格者 第１１回検定合格者 第１2回検定合格者 第１３回検定合格者
認定
番号

12-100001-00

～

認定
番号

14-100001-00

～

認定
番号

15-100001-00

～

認定
番号

16-100001-00

～

第５回検定合格者 第６回検定合格者 第７回検定合格者 第８回検定合格者 第９回検定合格者
認定
番号

07-100001-01

～

認定
番号

08-100001-01

～

認定
番号

09-100001-01

～

認定
番号

10-100001-01

～

認定
番号

11-100001-01

～

第２回検定合格者 第３回検定合格者 第４回検定合格者
認定
番号

04-100001-02

～

認定
番号

05-100001-02

～

認定
番号

06-100001-02

～

2018 年 3月31日（土）までに 2019年 4月1日（月）までに 2020 年 3月31日（火）までに 2021年 3月31日（水）までに 2022年 3月31日（木）までに

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋課題レポート）

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋課題レポート）

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋課題レポート）

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋課題レポート）

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋課題レポート）

2 級

第１０回検定合格者 第１１回検定合格者 第１2回検定合格者 第１３回検定合格者
認定
番号

12-200001-00

～

番号
認定

14-200001-00

～

認定
番号

15-200001-00

～

認定
番号

16-200001-00

～

第５回検定合格者 第６回検定合格者 第７回検定合格者 第８回検定合格者 第９回検定合格者
認定
番号

07-200001-01

～

認定
番号

08-200001-01

～

認定
番号

09-200001-01

～

認定
番号

10-200001-01

～

認定
番号

11-200001-01

～

第１回検定合格者 第２回検定合格者 第３回検定合格者 第４回検定合格者
認定
番号

03-200001-02

～

認定
番号

04-200001-02

～

認定
番号

05-200001-02

～

認定
番号

06-200001-02

～

2018 年 3月31日（土）までに 2019年 4月1日（月）までに 2020 年 3月31日（火）までに 2021年 3月31日（水）までに 2022年 3月31日（木）までに

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋更新問題解答）

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋更新問題解答）

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋更新問題解答）

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋更新問題解答）

「書類」での更新が必要
（更新申請書＋更新問題解答）

■提出するもの：更新申請書（写真・更新料払込証明書を貼付）※１級２級共通
■１級合格者の方の「２級資格」は自動的に失効されていますので、更新の必要はありません。

お墓ディレクター資格　今後の更新予定表

16. 更新制度について
●お墓ディレクターの資格有効期限は5年と定められてい
ます

更新するための条件
①1級・2級資格取得者共に、更新年度に送付する更新申請
書に必要事項を記入し、返信することを更新の資格とする

②更新資料は1月発送予定です
③次回の更新対象者は、第5回と第10回の検定試験におい
て、資格を取得された（認定番号が07-もしくは12-から始
まる）方となります

④更新手続きの締切りは、2018年3月31日です（消印有効）

⑤万一、失効した資格（認定証）を使用しお墓ディレクター
であると称して、墓地・墓石の販売等を行うと、不正競争
防止法・消費者契約法等の法令違反による民事もしくは
刑事上の責任を問われることがありますので、ご注意く
ださい。また、このようなことが起きた場合には、受検資
格の永久剥奪の可能性もあります

⑥1級に合格した方は、2級資格の更新は必要ありません
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13. 注意事項
（1）受検票は、受検の際に必ず携帯し、試験中は机上の見や

すい位置に置いてください
（2）試験当日は、受付の必要はありませんので指定時刻（12：30）

までに指定番号席に着いてください
（3）試験当日はHB～2Bの硬さの鉛筆またはシャープペンシル、

プラスチック製の消しゴム及び鉛筆削りをご持参ください
（4）携帯電話を含む一切の無線通信機器の試験教室内での使

用を禁止します。必ず電源を切り、カバン等にしまってください
（5）時計が必要な方は各自持参ください。ただし、通信機能の

ないものに限ります。（置時計は不可）
（6）試験会場への直接または電話での問い合わせは固くお断
りします

（7）試験会場では、係員の指示に従ってください。指示に従わな
い場合、又は、不正行為などが認められた場合、退場させ、
失格となることがあります

（8）不正の手段によって受検し、合格したことが判明した場合
は、合格を取り消します

（9）試験の結果は受検者全員に、郵送により通知いたします。
（3月中旬予定）

（10）合否、採点結果、試験問題等に関する問い合わせには一
切応じません

14. 合格者に付与される称号
1級に合格した者は「お墓ディレクター1級」と称することがで
きます
2級に合格した者は「お墓ディレクター2級」と称することがで
きます
合格者には「お墓ディレクター」の認定証（IDカード）・合格
証書・合格証明書を送付いたします

お墓ディレクター1級認定証　　　 　　 お墓ディレクター2級認定証

（なお、1級及び2級の称号は有効期限を5年とし、更新する場
合は手続きが必要となります）

15. 合否の判定と発表
合否の最終判定はお墓ディレクター委員会が行い、本会が
決定いたします。合否の結果は、採点の関係上1級・2級共、
3月中旬に本人宛に通知いたします
合格基準点は、1級・2級ともに70点といたします

注1：受検資格に虚偽が判明した場合は、合格後であっ
ても資格取消となる場合があります

注2：電話・メール等での問い合わせにはお答えいたしません

11. 受検票送付
受検票送付は1月中旬を予定しています

送付された受検票は試験当日に持参してください。また、
再交付はいたしませんので、大切に保管してください

12. 試験内容

1級=①正誤判定30問、多肢選択20問
正誤判定・多肢選択問題は、マークシート方式ですの
で、必ずHB～2Bの黒鉛筆またはシャープペンシルと
プラスチック製の消しゴムを持参してください

②記述式
　問題1～5題に対して、100～200字程度にてそれぞれ
解答してください。100字以下の解答は採点されません

１級の試験問題は、主にテキスト「お墓の教科書」より
出題されます

2級=正誤判定50問、多肢選択50問
正誤判定・多肢選択問題は、マークシート方式ですので、
必ずHB～2Bの黒鉛筆またはシャープペンシルとプラス
チック製の消しゴムを持参してください

２級の試験問題は、テキスト「お墓の教科書」より出題
されます

※試験時間中のテキストの使用禁止
※出題の詳細については「過去検定問題集2017」にて
ご確認ください

※上記テキスト・問題集の購入については裏表紙をご覧ください

！

！
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記入例（裏面）

第14回 お墓ディレクター検定試験　受検要項第14回 お墓ディレクター検定試験　受検要項

記入例（表面）

千代田区 町 -

お墓ディレクター検定試験受検申込書

フリガナ

受検者氏名

生年月日 □大正　　□昭和　　□平成 □男　　　□女　年　　　月　　　日 性別
電話番号
携帯電話番号
郵便番号

送付先郵便番号 送付先電話番号

Ｆ Ａ Ｘ－ －

－ －

フリガナ

フリガナ

自宅住所

送付先住所

送付先名 部 署 名

都道
府県

市区
郡

都道
府県

市区
郡

勤務先名

業種

Ｅ-ｍａｉｌ

会員区分
（どちらかに○）

書類送付先
（どちらかに○）

＊自宅住所以外へ送付を希望された方は、以下の送付先住所をご記入ください

＊どちらにも○がない場合は自宅住所へ送付させていただきます

＊受検要項P1（4. 受検資格※表①）内から選択し、記入してください

受検者記入欄

（縦4cm×横3cm）

ＩＤカードに直接使用し
ます。
上半身、脱帽、無背景で
3ヶ月以内に撮影したもの
白黒・カラーどちらとも可。
写真の裏面に氏名を記入
してください

写　　真

※整理番号

記入しないでください

一般　　　　日本石材産業協会会員　　　　会員企業従業員　　　　全国建築石材工業会会員

自宅住所　　　　自宅住所以外

振替払込受付証明書（お客さま用）
貼付位置

－ －

１級受検者記入欄
※２級の認定番号をご記入ください

受検級区分 １級 ２級

認定番号

札幌　仙台　東京　大阪　高松　福岡希望受検地
（１地域のみ○で囲む）

＊受検する級に◯を付けてください

＊障害等で受検時に配慮の希望がある方は、具体的にご記入ください

－ －

社印または代表者印を
捺印してください

必ずご記入ください

１級受検者のみ記入してください
※お墓実務期間は、入社日から、
試験日までの期間をご記入く
ださい

受検要項P1（4.受検資格※
表①）内から選択し、ご記入
ください

自宅住所以外に書類の送付
を希望される方のみご記入
ください

写真を貼付してください
写真は合格者に付与される
認定証に使用します

払込票は必ず貼付してくだ
さい

申込後の受検地変更は受付
できません

墓 石

東京

太 郎
ハカイシ

（株）墓石販売

墓 石 一 郎

101

03-3333-4444

●●●●

タロウ

（株）墓石販売
10 4 30 1

20 10

03-1111-3333

墓 石

東京
（株）墓石販売
千代田 町 -

東京 千代田 町 - ビル

太 郎
ハカイシ

トウキョウト     チヨダク　      チョウ

（株）墓石販売 営業部

トウキョウト　   チヨダク　      チョウ　　　　　　　　　　 ビル

1 0 1

03
090 8888 1111

1111 2222

1 0 1

03  2222 3333

03  3333  4444

40 10 27

0 3 1 2 3 4 5 6  0 2

タロウ

3cm

4cm

墓石小売業

千代田区 町 - ビル

事業内容及びお墓業実務経験年数証明書

事業所代表者記入欄

上記受検者は弊社の社員であることを証明する

※　事業所代表者の皆さまへ

１．この「事業内容及びお墓業実務経験年数証明書」は、お墓ディレクター検定試験の受検資格を判定
　　するために必要な証明書です
２．お墓及び関連業に携わった実務経験の期間及び年数を正確に記入してあるかをご確認ください
３．必ず社印または代表者印を捺印してください

（注）事業内容及び実務経験の期間・年数が事実と相違することが判明した場合は、受検停止またはその

　　　試験の合格を取り消す場合がありますので、正確にご記入くださいますようお願いいたします

所在地

〒

事業所名

代表者名

電話番号 ＦＡＸ

印

フリガナ

受検者氏名

※整理番号

記入しないでください

１級受検者記入欄
※実務経験年数にはアルバイトの期間は算入しないでください（受検要項P１ ４.注４をご参照ください）

実務期間 会社名 所在地

歴
経
務
実

昭和
平成

　年　月～ 昭和
平成
（　　年　　ヵ月）

　年　月

昭和
平成

　年　月～ 昭和
平成
（　　年　　ヵ月）

　年　月

昭和
平成

　年　月～ 昭和
平成
（　　年　　ヵ月）

　年　月

昭和
平成

　年　月～ 昭和
平成
（　　年　　ヵ月）

　年　月

昭和
平成

　年　月～ 昭和
平成
（　　年　　ヵ月）

　年　月


	お墓検定14th_H1_07
	お墓検定14th_P01_02
	お墓検定14th_P03_04
	お墓検定14th_P05_06

