
郵送申請 (様式 0) 

受験者氏名                            

 

(0) チェックシート 

  ※ 郵送で申請する場合、受験案内書 “3-3 受験申込みに必要な書類”の提出用紙は、すべて「Ａ４」 

とし番号順にクリップでまとめて閉じてください。 

 

チェック欄  提出書類  (CCMJ・ACCMJ 受験者共通) 様 式 

(0) 提出書類のチェックシート  

  チェックシート (様式 0) 

(1) 受験申込書  

  受験申込書 [写真貼付の上] (様式 1-1) 

(2) 受験資格を証明する書類   

  受験資格 - A の場合(CCMJ 資格試験受験者のみ)  

 ① 受験資格として認められる資格の資格証の写しを貼付              (様式 1-2) 

 ② ACCMJ 合格証の写しを貼付 (ACCMJ 資格試験合格者のみ) (様式 1-2) 

 ③ 学生証の写しを貼付 (学生料金にて申請する場合のみ) (様式 1-2) 

  受験資格 - B の場合(CCMJ 資格試験受験者のみ)  Ｂ－１・Ｂ－２共通  

 ① 卒業証明書の写しを貼付 (実務経験十五年以上の場合は不要) (様式 1-2) 

 ② ACCMJ 合格証の写しを貼付 (ACCMJ 資格試験合格者のみ) (様式 1-2) 

 ③ 学生証の写しを貼付 (学生料金にて申請する場合のみ) (様式 1-2) 

 ④ 実務経験シート (CCMJ 資格試験受験者のみ) (様式 2) 

  受験資格 - C の場合(CCMJ 資格試験受験者のみ)  

 ① ACCMJ 合格証の写しを貼付 (ACCMJ 資格試験合格者のみ) (様式 1-2) 

 ② 学生証の写しを貼付 (学生料金にて申請する場合のみ)  (様式 1-2) 

 ③ 実務務経シート (CCMJ 資格試験受験者のみ) (様式 2) 

  受験資格 - D の場合(CCMJ 資格試験受験者のみ)  

 ① ACCMJ 合格証の写しを貼付 (ACCMJ 資格試験合格者のみ) (様式 1-2) 

 ② 学生証の写しを貼付 (学生料金にて申請する場合のみ) (様式 1-2) 

  ACCMJ 資格試験受験者のみで学生料金を申請する方  

 ① 学生証の写しを貼付 (学生料金にて申請する場合のみ) (様式 1-2) 

(3) 受験手数料払込み書類（写し）  

    払込み書類の写しを貼付 (様式 1-2) 

 

※上記の項目に不備がないか確認して、チェック欄□に○をつけた上で出願してください。 



2017年度　ACCMJ 受験申込書 郵送申請　（様式1-1）

　には

申込日　（年／月／日） 何も記入しないでください

受験料区分

受験希望会場

個人会員・非会員

個人会員番号　（会員の場合のみ、要記載）

勤務先が団体会員

氏名

ふりがな

性別

年齢　（申込日の年齢を記載）

勤務先名　又は 学校名

受験票送付先

E-ｍail アドレス

該当金額のマス（□）を塗りつぶし（■）ください。

□ □

□ □

提出書類

　・チェックシート（様式０） ：　該当する提出物のチェック欄にチェックを記載したもの

　・ACCMJ 受験申込書（様式1-1） ：　記載済み、写真貼り付け済みの当用紙

　・ACCMJ 受験申込書（様式1-2） ：　各種証明書の写しを貼付

　　　・学生証　（学生料金該当者のみ）

　　　・受験料払込書類　

　（口座振込時の場合は「ご利用明細書」、　郵送振替用紙を利用した場合は「受領証」）　

　・アンケート ：　アンケートにご協力願います

記入項目

受
験
料

－　　 　　　　　－電話 

＠

下記各項目に記入もしくは該当に○印

／　　　　　／

一般　　・　　学生

仙台　・　東京　・　名古屋　・　大阪　・　福岡

会員　　・　　非会員

Ｙｅｓ　　・　　Ｎｏ

整理
番号

Ⅰ

≪学生≫

¥12,090

¥19,000

≪一般≫

整理
番号

受験
番号

Ⅰ Ⅱ

Ⅱ

男　　・　　女

（勤務先の場合は、
　　社名・所属まで記載）

住所

郵便番号

　　　 写 真
　 　貼 付 欄

　　縦4.0ｃｍ、横3.0ｃｍ

近6か月以内に無帽・無背景
で
正面から上半身を写したもの。
カラー・白黒は問いません。
裏面に受験希望地・氏名を記入
してください。
全面のり付けしてください。

性別

氏名

ふり
がな

太枠内に、黒・青のインク
またはボールペンで記入願い
ます。
（フリクションなどの消せるペン
は使わないで下さい）

¥23,760

¥15,120

男　　・　　女

非会員

個人会員  または  団体会員

非会員

個人会員  または  団体会員



2017年度　ACCMJ 受験申込書 郵送申請　（様式1-2）

各種証明書（写し）を下の枠内に貼付してください。

注意事項1：　枠内に貼りきれない場合は、折りたたんで枠内に納めてください。

注意事項2：　2枚貼る場合は、のり付け部を重ねて貼ってください。

氏名



氏名

Ｑ１. 試験を知ったきっかけを教えてください。 ・ポスター/チラシ

・雑誌広告（日経アーキテクチャー）

・会社・上司・同僚からの紹介

・日本ＣＭ協会のホームページ

・その他

　"その他" を選択の際は、下記に、ご意見等ご記載お願いします

Ｑ２．あなたの受験動機を教えてください。 ・受験料が安くなったから

・会社から受験を薦められた

・業務上必要だから

・業務受注するのに有利だから

・就職・転職に有利だから

・その他　

　"その他" を選択の際は、下記に、ご意見等ご記載お願いします

Ｑ３．受験申請の手続きについて教えてください。 ・わかりやすかった

・わかりにくかった

・その他　

　"その他" を選択の際は、下記に、ご意見等ご記載お願いします

その他、ご意見等ありましたら下記に、ご記載お願いいたします。

今後の試験実施にあたり参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

下記アンケートにご協力をお願いいたします。(該当する項目に○をつけてください）

一般社団法人　日本コンストラクション・マネジメント協会

（2017年度）



  

   

   

             

東京都港区芝五丁目２６番２０号 

                        建築会館６階 

   

  

一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会 

試験委員会事務局 行 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

※この様式を封筒に貼って、必要事項記載いただき、受験申込書類一式同封のうえ郵送ください。 

１ ０ ８ ０ ０ １ ４
切手を 

貼って 

下さい 

申し込む資格 

受験希望地に 

 〇を付けて下さい

申し込む資格 １ ＣＣＭＪ     ２ ＡＣＣＭＪ 

受験希望地 １ 仙台  ２ 東京  ３ 名古屋  ４ 大阪  ５ 福岡 

差出人住所 

〒 

 

氏    名  

整理番号（記入しないで下さい） 

簡
易
書
留 
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