平成２５年度

エクステリアエコ検定 受験の手引き

申込受付期間

平成25年11月11日(月)～平成26年 １月20日(月)

試験実施日

平成26年 ２月16日（日）〔福岡〕
平成26年 ３月８日（土）〔名古屋〕・９日〔大阪・東京〕

身の回りには太陽・緑・雨・風といった自然があふれています。
近代では、これらの自然を拒絶したかたちで住宅が建てられてきました。
そのために様々な病気が発生していると考えられています。
自然は人間の生命にとって欠かすことができないものです。
それは人間も自然の一員であるからです。
この自然を生活の中に取り入れ、共生関係を築けば、より快適な生活を送るこ
とができるはずです。
この理念のもとにもっと我々は自然を理解し、身近なものである太陽・緑・雨・風
の知識を深めることができれば、その快適さを手に入れることができるはずで
す。また、エコロジーの観点から、自然を取り入れた生活は望ましいものと言え
ます。
この検定では自然の様々な要素の知識を深め、身に付けることによって、快適
な生活を実現する一助になればという願いを込めて実施するものです。

NPO法人 ジャパンエコライフ協会 エコ検定係
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-10-2 吉岡ビル
TEL 03(3318)0121
FAX 03(3312)6317
URL http://www.execo-kentei.jp
mail kanezaki@exｗork.co.jp
この手引きは申込書提出後も必要となりますので、大切に保管してください。

1

受験申込
受付期間

福岡会場 平成25年11月11日(月)～平成26年 １月20日(月)
東京・名古屋・大阪会場 平成25年11月11日(月)～平成26年 １月20日(月)

簡易書留または宅配便による申込を受付
(上記以外の送付手段による紛失等については、
当協会は一切関与いたしません)
締切日当日の消印有効
2
3

受験票の発送 平成26年２月20日（木）(福岡会場は1月24日（金）)
一週間前までに届かない場合は、
必ず当協会へ連絡してください。
ＰＭ１：２０～２：５０
試験実施日
平成２６年 福岡県中小企業振興センター

福岡会場

２月１６日 福岡市博多区吉塚本町９－１５
（日） ＴＥＬ092-622-0011

ＰＭ１：２０～２：５０
平成２６年 名古屋国際センター
名古屋会場 ３月 ８日 名古屋市中村区那古野１-４７-１
「受験票」を必ず持
（土） ＴＥＬ052-581-5679
参してください。
紛失された場合は
ただちに当協会へ
連絡してください。

研修
4

合否通知

ＰＭ１：２０～２：５０
平成２６年 東京文具共和会館

東京会場

３月 ９日 東京都台東区柳橋1-2-10
（日） ＴＥＬ03-3862-8301

ＰＭ１：２０～２：５０
平成２６年 大阪産業創造館
大阪会場
３月 ９日 大阪市中央区本町1-4-5
（日） ＴＥＬ06-6264-9800
試験終了後にネイチャーエコライフの特別研修を行います。必須ですので
全員参加してください。
PM３：００～４：３０

平成２６年６月末
「合否通知」を受験者自宅宛てに郵便にて発送いたします。
７月１０日過ぎても届かない場合は、
必ず当協会へ連絡してください。
※採点結果についての個別の問合せには応じません。

5

認定証の交付 平成２６年６月末頃までに発送予定
※２会場で受験することはできません。

必ずこの手引きを最後までよく読み、間違いのないようにお申し込みください。

1 試験実施要綱
1) 試験の程度
自然と共生した快適な生活の知恵が取得できる基本的な知識を基準とする。
2) 受験資格
特になし(どなたでも受験可能)
3) 試験科目
全科目とも資料およびテキスト等の持込みは禁止です。
試験区分
試験科目
試験方法
1.快適な暮らしの「家」と「庭」
出題方法 四者択一方法
学科試験
2.エコで快適「自然と共生した生活」
3.生活に潤いを与える自然の力
①太陽
②水(保水・透水)
③風
4.緑・樹木・草花・家庭菜園
5.快適生活の為の法令知識

必須講義

4) 試験日

解答方法 マークシート方式
出題数
全50問

90分の講習
ネイチャーエコライフの理解について

福岡会場 平成２６年２月１６日(日)
名古屋会場 平成２６年３月 ８日(土)
東京会場 平成２６年３月 ９日(日)
大阪会場 平成２６年３月 ９日(日)

入室時間

13時00分
問題配布と注意 13時10分 ～ 20分

試験時間

学科 13時20分 ～ 14時50分

研修 15時00分 ～ 16時30分

※遅刻は20分以上認められません。※試験時間は一部変更する場合があります。
5) 試験会場
福岡・名古屋・東京・大阪などの協会が指定した会場(2ページ参照)
試験会場は、受験票で通知いたします。
なお、希望会場は諸事情により申し込まれた都市の地域内で試験会場を
確保できないことがあり、やむを得ずその近隣の都市で実施する場合が
ありますのでご了承ください。

2 受験の申請について
受験申込書類
提出に際しての注意事項
①受験申込書
◆指定申込用紙を使用のこと。
◆簡易書留または宅配便による申込みとし、
締切日当日までの消印または受付印のあるものを有効とする。
◆提出書類に不備(記入洩れ、誤記等)がある場合は
受験できませんので、必ず受験申込者本人が記入し、
記載内容に間違いのないことを確認の上、提出してください。
◆受験料および提出書類は、いかなる理由があっても
返却いたしません。
◆振込控のコピーを必ず申込書裏面に貼ること(専用振込用紙
②受験料
振込控のコピー はありません)。

受験料

8,400円 18歳未満5,200円(税込)

※受験料は
テキストおよび講習費用が含まれています。

振

込

先

興産信用金庫 高円寺支店
普通 ０１０４５３２
特定非営利活動法人ジャパンエコライフ協会

◆振込手数料は各自ご負担ください。
◆受験料が不足の場合は受験できません。
◆いかなる理由でも受験料は返却いたしません。

提出先

NPO法人 ジャパンエコライフ協会 エコ検定係
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-10-2 吉岡ビル
TEL 03(3318)0121
FAX 03(3312)6317
URL http://www.execo-kentei.jp
mail kanezaki@exｗork.co.jp

3 受験票
受験票の記載事項【試験日時・試験会場・氏名・受験番号】を
必ず確認してください。
4 受験の心得
試験当日、携行すべきものをもう一度よく確かめて、遅刻しないように
早めに試験会場へお出かけください。
試験会場及びその付近には駐車できません。なお、駐車違反等の呼び出しで
試験会場を離れた場合は再入室できませんのでご注意ください。
1) 携行すべきもの
①受験票
②筆記用具(消しゴム・黒鉛筆またはシャープペン等を数本、多めに)、
2) 受験における注意
①試験当日は13時00分までに来場し、受験番号ごとに指定された場所に
着席してください。
なお、当日は遅刻しないように事前に交通機関、経路、所要時間等を
ご確認ください。
②受験票は、机の上に置いてください。受験票を紛失された方は、
試験の1週間前までに協会へ連絡してください。
③試験中の私語、試験会場での喫煙および飲食は厳禁です。
④試験開始後1時間以内および試験終了10分前を過ぎてからの
退室はできません。
研修での途中退場は試験放棄とみなします。
⑤試験会場での携帯電話の使用は禁止します。
時計や電卓代わりとして使用することもできません。
マナーモードではなく、必ず電源を切ってバッグの中にしまってください。
⑥不正行為があった場合および係員指示に従わない場合は
即刻退場していただきます。
⑦試験問題は、試験終了後持ち帰ることができません。
◆協会への電話問合せ受付時間 9:00～12:00 、13:00～16:00平日(月～金曜日)
◆当協会では、土・日曜日および祝日を休日としておりますので、土・日曜日および
祝日の電話等のお問い合わせには、一切お答えできません。予めご了承ください。

5 登録申請について
合格基準

◆学科試験は30点～50点 ５級

51点～60点 ４級
71点～80点 ２級

61点～70点 ３級
81点～90点 １級
91点以上 エクステリアエコライフアドバイザー認定
研修は全員必須です
合格証の交付 ◆合格後、６月30日までに合格証をお送りいたします。

平成25年度「エクステリアエコ検定」試験申込書
※受験番号

試験会場(〇印をつけてください)

東京
名
氏

大阪

福岡

生年月日
昭和 平成 (どちらか〇で囲む)

ふりがな

氏

名古屋

名
年

自宅住所

ふりがな

マンション・ビル名まで

〒

月

日

歳

ご記入ください。
郵便が届かないことが
あります。

自宅または携帯・電話番号
TEL
勤務先名

(

)
所属部署

勤務先電話番号
TEL
(

)

学校名
(学生の方)
連絡先 メールアドレス

受験料振込日
振込控のコピーを裏面に貼ってください

連絡する場合
□自宅
□会社
連絡のとりやすい時間(

□携帯
時頃)

必要事項の記入もれ、添付もれはありませんか？もう一度チェックしてみましょう。
□ふりがな氏名を記入した。
□希望会場名を記入した。
□受験料(税込)８，４００円を振込、振込控のコピーを裏面上部に貼付した。
□振込日を記入した。

申込書に記載の個人情報は受験に関わること以外には使用いたしません。
ＮＰＯ法人 ジャパンエコライフ協会

