20200716 更新（追記箇所：朱書）

第 38 回（2020 年度）
インテリアコーディネーター資格認定試験
受験要項
インテリアコーディネーター資格認定試験は、インテリアコーディ
ネーター（IC）として保有すべき基礎的な知識および技能を有している
かを審査するために、公益社団法⼈インテリア産業協会（以下、当協会
という。）が 1 年に 1 回実施します。⼆次試験の合格者は、当協会が指
定する資格登録申請⼿続きをすることで、インテリアコーディネーター
の称号が付与され、インテリアコーディネーター資格登録証が交付され
ます。

【重要】
インテリアコーディネーター資格認定試験の受験申込希望者は、受験
申込⼿続き前に本受験要項を必ずご確認ください。本試験のお申込完了
時点で、本受験要項の内容に記載されたすべての事項に同意頂いたもの
とみなします。
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1. 全体⽇程
一次試験

二次試験

受験申込期間

2020 年 7 ⽉ 20 ⽇（⽉）〜8 ⽉ 27 ⽇（⽊）

試験受験票の発送

2020 年 9 ⽉ 24 ⽇頃

2020 年 11 ⽉ 19 ⽇頃

試

2020 年 10 ⽉ 11 ⽇（⽇）

2020 年 12 ⽉ 6 ⽇（⽇）

2020 年 11 ⽉ 19 ⽇頃

2021 年 2 ⽉中旬頃

験 ⽇

合否判定通知発送
資格者登録申請期間

2021 年 2 ⽉中旬頃〜3 ⽉上旬頃まで

資格登録証の送付

2021 年 3 ⽉下旬頃

資格有効期間の開始

2021 年 4 ⽉ 1 ⽇〜

※新型コロナウイルス感染症等の状況により⽇程が変更になる場合がありますので予めご了承
ください。
2. 受験資格
年齢・性別・学歴・職業・経験は問いません。
（ただし、出題・解答は⽇本語のみ）
3. 受験申込（受験区分）および受験料
受験区分

受験料（税込）

対

象

基本タイプ（⼀次試験→⼆次試験）

14,850 円

同⼀年度内に⼀次試験と⼆次試験の両⽅を
受験する⽅

⼀次試験＜先取り＞タイプ

11,550 円

⼀次試験のみを先に受験する⽅

⼆次試験＜⼀次免除＞タイプ

11,550 円

過去 3 年以内に⼀次試験を合格している⽅

※受験申込完了後の受験地、受験区分、申込者の変更・取り消し、受験料の返⾦はできません。
次回試験への延期もできませんのでご注意ください。
4. ⼀次試験の免除（⼀次試験免除制度）
⼀次試験に合格した⽅は、次年度から 3 年間、受験申込時に免除申請（合否判定通知に記載
された試験免除通知番号を所定欄に記⼊）をすることで合格した試験が免除されます。ただし、
３年間の免除期間が過ぎた場合は、再度⼀次試験からの受験が必要です。
【今年度対象となる科⽬合格通知番号】
・３５●●●●●

（2017 年度の⼀次試験に合格した⽅）

・●●●８●●●●

（2018 年度の⼀次試験に合格した⽅）

・●●●９●●●●

（2019 年度の⼀次試験に合格した⽅）

※2019 年度の⼆次試験(再試験)受験対象者のうち未受験者に限り、⼀次試験免除期間を 4
年に延⻑（2023 年度まで⼀次試験を免除）します。
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5. 試験の範囲と審査基準
試験の範囲

審査基準

1. インテリアコーディネー
ターの誕⽣とその背景に
関すること

インテリアコーディネーター誕⽣の背景となった住まいへの意
識変化や住宅・インテリア産業の発展の経過、その後のインテ
リア産業の進展とインテリアコーディネーターの職域の拡⼤等
に関する基礎知識を有していること。

2. インテリアコーディネー
ターの仕事に関すること

インテリアコーディネーターとしての役割、職能、必要な実務
内容・⼿順および職域等に関する基礎知識を有していること。

3. インテリアの歴史に関す
ること

古代から現代に⾄る⽇本及び⻄洋のインテリアの歴史に関する
基礎知識を有していること。

4. インテリアコーディネー
ションの計画に関するこ
と

インテリアコーディネーションのための基本的な検討事項（⽣
活像、規模計画、⼨法計画、⼈間⼯学、造形原理、⾊彩計画、
安全計画、性能計画、維持管理）
、⽣活場⾯の構成⼿法、リフ
ォームの計画等に関する基礎知識を有していること。

5. インテリアエレメント・
関連エレメントに関する
こと

インテリアエレメント（住宅家具、造作部品、システム・ユニ
ット製品、ウインドートリートメント、カーペット、インテリ
アオーナメント等）
、各種品質表⽰、エクステリアエレメント
等に関する基礎知識を有していること。

6. インテリアの構造・構法
と仕上げに関すること

建築の構造・構法、インテリア(床・壁・天井)の構法、造作と
造作材、機能材料と構法、建具、仕上げ材と仕上げ等に関する
基礎知識を有していること。

7. 環境と設備に関すること

室内環境(熱、湿気、換気・通⾵、⾳、光）、住宅設備（給排
⽔、換気・空調、⾃然エネルギー、電気、照明、⽔回り設備機
器）に関する基礎知識を有していること。

8. インテリアコーディネー
ションの表現に関するこ
と

建築等設計図書、⼆次元・三次元表現技法、ＣＡＤ表現・レン
ダリング、プレゼンテーションに関する基礎知識を有している
こと。

9. インテリア関連の法規、
規格、制度に関すること

インテリアに関連する建築・住宅、省エネ・環境・リサイク
ル、⾼齢者・障害者配慮、品質・安全性等分野の法規制・規
格・制度・表⽰に関する基礎知識を有していること。

⼀
次
試
験

⼆
次
試

インテリア計画の提案に関
すること

験

＜プレゼンテーション＞
インテリアの基礎知識をもとに、住まいなどのインテリアに関
する与えられた課題について、与条件を理解した上でインテリ
ア計画を⾏い、図⾯作成や着彩により必要な情報を分かりやす
く表現し、伝達できる能⼒を有していること。
＜論⽂＞
住まいなどのインテリアに関する与えられた課題について、イ
ンテリアコーディネーターとして、これを理解し、判断した上
で、的確な解答を⽂章で明瞭に表現できる能⼒を有しているこ
と。

6. 出題形式
・⼀次試験（学科）

：マークシートによる択⼀式

・⼆次試験（プレゼンテーション・論⽂）

：記述式
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7. 試験⽇程
開催⽇
⼀次試験

2020 年 10 ⽉ 11 ⽇（⽇）

⼆次試験

2020 年 12 ⽉ 06 ⽇（⽇）

時間
事前説明 12:15〜12:30（015 分）
実施時間 12:30〜15:10（160 分）
事前説明 12:15〜12:30（015 分）
実施時間 12:30〜15:30（180 分）

※試験開始前に 15 分間の説明があります。事前説明開始までに必ず着席してください。
※試験開始後 30 分を過ぎた場合の受験は認められません。
※実施時間は変更になる場合がございます。必ず受験票をご確認ください。
8. 試験会場
試験会場は、決まり次第協会 WEB サイトでお知らせします。
受験地は次のとおりです。
北海道・岩⼿県・宮城県・群⾺県・東京都・愛知県・⽯川県・⼤阪府・広島県・⾹川県・
福岡県・沖縄県の全 12 地域を予定
※新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌等の観点から、受験地毎に定員を設けることがあります。
その場合は、受験申込期間中であっても定員に達した受験地の受験申込制限を⾏いますので
予めご了承ください。
※予定している地域での試験会場の確保が困難な場合は、近隣の都道府県に試験会場を設定す
ることがあります。
※最終的な受験会場は、受験票に記載される会場となります。受験票をご確認ください。
※同じ受験地で複数の試験会場が設定されている場合、試験会場の選択はできません。
※試験会場への直接のお問い合わせはお断りします。
※試験前⽇までに試験会場の下⾒のために会場に⼊ることはできません。
※原則として、試験会場内に⾃動⾞・⼆輪⾞の乗り⼊れはできません。公共交通機関をご利⽤
ください。
※試験会場に託児施設はありません（乳幼児を連れての受験はご遠慮ください）
。
9. 受験申込
・受験申込は WEB 申込を原則とします。ただし、困難な場合には、郵送による申込を⾏って
ください。
・郵送による申込の場合、登録情報の変更、領収証の発⾏、合否確認等ができるパーソナルペ
ージ（「パーソナルページについて」参照）を利⽤できません。
・本受験要項を最後までよく読み、記載内容の全てに同意の上で申込を⾏ってください。
・お⾝体の不⾃由な⽅で特別な配慮（⾞いすの使⽤等）が必要な場合は、受験申込前にインテ
リアコーディネーター資格試験運営事務局へお問い合わせください。⾞いす等に対応できな
い会場がある場合があります。
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10. 決済⽅法・領収証
決裁⽅法

WEB
申込

郵送
申込

領収証

クレジットカード決済
（Visa、Master に限る）

受験申込⼿続き完了後よりパーソナルペー
ジ内で発⾏可能（翌年 3 ⽉ 31 ⽇まで）

コンビニ決済（取扱店舗：セブンイレブン、
店頭決済翌⽇以降からパーソナルページ内
ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、
で発⾏可能（翌年 3 ⽉ 31 ⽇まで）
セイコーマート）
振替払込請求書兼受領書をもって、領収証
に代えさせていただきます。個別の領収証
は発⾏できません。

郵便局からの振込

※コンビニ決済を選択し、⽀払期限（申込⽇より５⽇以内）までに⽀払いがない場合、当該決
済は無効となります。申込締切⽇ 8 ⽉ 27 ⽇（⽊）までに決済⼿続きをやり直してください。
※郵送申込をされた場合、クレジットカードおよびコンビニ決済はできません。
※郵送申込時の送料、受験料の払込⼿数料は申込者様のご負担となります。
※個⼈および団体、会社宛などの個別の領収証の発⾏はございません。
11. WEB 申込⽅法ステップ
資格試験のお申込は、申込ページにアクセスしてお申込ください（スマートフォンからもア
クセスできます）。申込完了メールが届かなかった場合、受験申込は完了していない可能性があ
るため、資格試験運営事務局にご連絡ください。
使⽤可能な E メールアドレス、クレジット決済希望者はクレジットカードをご⽤意ください
（免除制度利⽤希望者は試験免除通知番号）
メールアドレス登録ページにアクセスし、メールアドレスを登録
⾃動返信されたメール本⽂に記載された「受験申込 URL」をクリック
申込ページで受験申込情報の⼊⼒
決済⽅法の選択
クレジットカード
（Visa、Master に限る）

コンビニエンスストア
※5 ⽇以内に⽀払い

申込完了メールの受信で受付完了

申込受付案内メールの受信
（⽀払⽅法等記載）
⽀払コンビニの選択
コンビニで⽀払い

申込完了メールの受信で受付完了
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12. 登録メールアドレスについて
登録するメールアドレスには申込後の確認メールや、受験に関する⼤切なご案内メールを送
信する場合がございます。所属先のメールアドレスではなく、個⼈のメールアドレスのご登録
をお願いします。
また、メールが届かない場合、以下の項⽬にご注意ください。
（１）申込⼊⼒の前に「@interior.or.jp」からのメールを許可するように、設定の変更をお願
いします。携帯電話によっては初期設定で拒否されている場合がございます。
（２）Yahoo!メール、Hotmail、Gmail などのフリーメールをお使いの場合、メールが届かな
い、または迷惑メールフォルダに格納されてしまう場合がございます。メールが届かな
い場合は迷惑メールフォルダも併せてご確認ください。
（３）メールアドレスが以下に該当する場合、パソコンからのメールを受信できない可能性
があります。該当する⽅は他のメールアドレスをご登録いただくことを推奨します。
・メールアドレスの「@」の直前に「.(ドット)」がある。
・「@」の前の部分に 2 つ以上連続して「.(ドット)」がある。

13. パーソナルページについて
WEB 申込の⽅は、受験申込⼿続き完了後からパーソナルページがご利⽤頂けます。ログイン
には ID とパスワードが必要です。
＜パーソナルページの機能＞
・受験申込登録情報の確認と変更

・合否の確認

（住所、電話番号、メールアドレス、パスワード）

・領収証の発⾏（2021 年 3 ⽉ 31 ⽇まで）

・資格登録申請
・お問合せ

※パーソナルページの使⽤期限は 2021 年 3 ⽉ 31 ⽇までです。領収証の発⾏も同⽇までとなり
ます。以降の発⾏はできませんので、ご了承ください。
14. 郵送申込（WEB 申込が困難な⽅のみ）
インテリアコーディネーター資格試験運営事務局（「資格試験に関するお問い合わせ先」参
照）まで、お電話にて受験申込書をご請求ください。受験申込書、払込取扱票、返送⽤封筒を
送付します。
請求受付期間：2020 年 7 ⽉ 20 ⽇（⽉）〜 8 ⽉ 20 ⽇（⽊） （8 ⽉ 20 ⽇消印有効）

※請求受付期間は、受験申込期間より短くなっていますので、ご注意ください。
※郵送による申込の場合、受験料の払い込みは郵便局のみでの取扱いとなります。
※申込書の郵送代（簡易書留）、郵便局での払込⼿数料は申込者負担となりますのでご了承くだ
さい。
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15. ⼆次試験答案の掲載
当該試験への理解や受験者の学習意欲向上のため、当協会 WEB サイト上にて、⼆次試験の
答案の中から、今後の受験者の特に参考となる答案を公開する予定です。
掲載する答案は、下記項⽬(1)~(3)をご確認いただき、承諾を得られた⽅の答案から選出しま
す。
答案の使⽤にあたって
（１）本答案の著作権は、当協会に帰属するものとします。
（２）当協会は、受験番号、個⼈名等を削除し、個⼈が特定できないようにした上で、無償にて
答案をホームページ等に掲載することがあります。
（３）答案の⼀部にトリミング（画像の切り抜き）等、WEB 掲載上必要な調整を⾏う場合があ
ります。

16. 受験申込に関する注意事項
・今年度の試験は、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌等の観点から、受験地毎に定員を設ける
ことがあります。その場合、受験申込期間中であっても定員に達した受験地については受験
申込を締め切らせていただきます。
・⼀度締め切った受験地については、追加申込受付はありません。
・お⾝体の不⾃由な⽅で特別な配慮（⾞いすの使⽤等）が必要な場合は、受験申込前にインテ
リアコーディネーター資格試験運営事務局へお問い合わせください。⾞いす等に対応できな
い会場がある場合があります。
・漢字⽒名は、JIS 第 1 ⽔準、第 2 ⽔準の⽂字の範囲内で対応します。[(例）髙→⾼、﨑→崎]
また、対応が難しい場合は、カタカナ表記になる場合があります。
・登録する個⼈情報のうち、⽒名は本名（旧姓は可、ビジネスネームは不可）、住所・電話番号、
メールアドレスは会社等の所属先ではなく、個⼈のものとします。
・受験申込後の受験地、受験区分、申込者の変更・取り消し・返⾦はできません。次回試験への
延期もできませんのでご注意ください。
・基本タイプのお申し込みで、やむをえず⼆次試験を⼀次試験と別の受験地を希望する⽅は、
受験申込後に資格試験運営事務局までご連絡ください。
・申込期間終了間際になると申込ページへのアクセスが集中し繋がりにくくなる場合がありま
す。なるべく余裕を持って、お申込みください。繋がりにくい場合は時間をあけて改めてア
クセスしてください。
17. 外国籍の⽅の受験について
当該試験は、外国籍の⽅でも受験できます。但し、問題の出題・答案の記⼊、試験実施運営
は⽇本語となります。また、受験票、合否通知等の送付物は⽇本国内に限られます。
⽒名は、住⺠票に記載されている本名⼜は通称名にて統⼀⼊⼒してください。資格試験合格
後、資格登録⼿続時に本名⼜は通称名のどちらかを選択することができます。
外国籍者で漢字⽒名がない場合は、漢字欄にもカタカナで⽒名を登録してください。
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18. 受験申込後の申込情報変更
受験申込後に住所等に変更があった場合は、必ず次の⽅法により、変更⼿続きを⾏ってくだ
さい。併せて、郵便局の転居・転送サービスもご利⽤ください。
＜お⼿続き⽅法（2 通り）＞
（１）パーソナルページにログインして変更⼿続きを⾏う。
（WEB 申込者のみ）
（２）資格試験運営事務局に連絡する。

※ご連絡頂いたタイミングにより、旧⽒名・旧住所で郵送物を発送する場合がございます。
※時期によっては郵送物の発送等で、パーソナルページでの変更⼿続きを受け付けていない場
合がありますので、その場合は資格試験運営事務局にご連絡ください。
19. 受験票
（１）受験票発送
＜受験票発送時期＞
⼀次試験 2020 年 09 ⽉ 24 ⽇頃に普通郵便にて発送予定（圧着ハガキ）
⼆次試験 2020 年 11 ⽉ 19 ⽇頃に普通郵便にて発送予定（圧着ハガキ）

※発送⽇から 7 ⽇経過しても受験票が届かない場合、次のお問い合わせ期間中にインテリア
コーディネーター資格試験運営事務局までご連絡ください。
＜受験票に関する問い合わせ期間＞
⼀次試験 2020 年 09 ⽉ 30 ⽇（⽔）〜10 ⽉ 9 ⽇（⾦）
⼆次試験 2020 年 11 ⽉ 25 ⽇（⽔）〜12 ⽉ 4 ⽇（⾦）
（10:00〜17:00 ⼟・⽇・祝⽇を除く）

※受験票が届かない等により、受験できない場合、資格試験運営事務局では⼀切の責任を負
いません。
※受験票の紛失および不携帯の場合は、当⽇、会場内の試験本部で受験票を再発⾏しますの
で、お申し出ください。
※お引越しによる住所変更は、郵便局の転居・転送サービスも併せてご利⽤ください。
※ご連絡頂いたタイミングにより、旧⽒名・旧住所で郵送物を発送する場合がございます。
旧住所・旧⽒名の受験票でも受験に⽀障はありませんので、当⽇そのままお持ちください。
（後⽇お⼿続き頂く必要がございます）
※受験票に記載された⽒名・住所に誤記がある場合は、資格試験運営事務局までご連絡くだ
さい。
（２）顔写真
写真規定で指定された要件を満たしているものを使⽤し、裏⾯に⽒名を記⼊の上、貼り付
け欄の枠内に剥がれないように、必ずのりで貼り付けてください。顔写真は、試験当⽇回収
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します（返却はしません）。
＜写真規定抜粋項⽬＞
・サイズ：タテ 3cm×ヨコ 2.4cm

・本⼈のみで背景がないもの

・正⾯向き、無帽、上三分⾝

・6 ヶ⽉以内に撮影されたもの（⽩⿊・カラー可）

・画質が鮮明であること

・写真⽤紙で印刷されているもの

※上記に該当しないものは、差し替えを求める場合があります。
※受験票に貼り付けられた顔写真は、合格し登録申請した際の資格登録証（カード）に印刷
される写真となります。後⽇の変更はできませんのでご注意ください。
20. 持ち込み可能物
受験票および次のもの以外は、試験時間中はかばんにしまってください。
⼀次試験

・鉛筆またはシャープペンシル（硬度 B または HB）
※万年筆・ボールペンは不可
・プラスチック製の消しゴム

⼆次試験

・鉛筆またはシャープペンシル（硬度は問わない。）
※万年筆・ボールペンは不可
・⾊鉛筆（18 ⾊以内。⾊の選択は⾃由）※ 軸（⽊や紙）に芯を通した⾊鉛筆に限る。
全体が芯でできたもの等は不可
・筆箱（なるべく布性のものがよい。）
・プラスチック製の消しゴム
・字消し板
・直定規（30 ㎝以内）
・三⾓スケール
・三⾓定規
・勾配定規
・ヘキサスケール（直定規と三⾓スケールの機能のみを持つもの）
・型板（テンプレート）の円定規だけのもの（なお、⼀部に⾓度表⽰のあるものでも
可）
・コンパス
・製図⽤ブラシ（消しカスを周囲に散乱しないように注意してください）
・ミニ鉛筆削り（削りカスが散乱しないように注意してください）

※受験票に記載する「試験当⽇の持ち物」等をご確認ください。
※当⽇、会場での筆記⽤具等の貸し出しはありません。
※定規類やテンプレートに⽬印としてマークしたものやシールを貼ったものは使⽤できませ
ん。
21. 試験の開始時間の繰り下げ、中⽌について
試験会場を含む地域の災害の被害状況や交通機関、試験会場の状況等により、全国または⼀
部地域の試験会場において、①試験開始時刻の繰り下げ、②試験の中⽌を⾏う場合があります。
これらの情報提供（「試験の実施判断と情報公開」を確認してください）は、当協会 WEB サイ
トで⾏う予定ですので受験申込者は、必ず試験⽇までに試験実施情報を確認してください。
なお、いずれかの対応が⾏われた場合でも発⽣した損害、また、本情報の未確認によるトラ
ブルに対する責任は負いかねます。
※試験中⽌による再試験の実施の有無については、「再試験について」を確認してください。
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22. 試験の実施判断と情報公開
当協会としての最終実施判断は、試験⽇前の最終業務⽇の⼣⽅とし、速やかに当協会 WEB サ
イトに掲載します。ただし、その後に試験の実施に関わる国や地⽅公共団体等からの指⽰・命
令および不測の事態が⽣じた場合は、原則として試験⽇の朝 10 時頃に当協会 WEB サイトに掲
載しますが、状況等により情報提供の時間が変更となる場合もありますので随時確認してくだ
さい。
23. 再試験について
試験が中⽌となった場合は、後⽇再試験開催の可否を検討します。その結果は、当初の試験
予定⽇から 10 業務⽇を⽬安に当協会 WEB サイトで公開します。
再試験を実施することとなった場合、受験予定会場は同じ地域に設定された会場※１とし、会
場の希望はできません。
再試験を実施しなかった場合、受領した受験料から返⾦時の振込⼿数料を差し引いた⾦額を
返⾦します。返⾦先は、受験申込者本⼈のみとし、⾦融機関⼝座名は受験申込者本⼈名義の⼝
座に限られ、会社等の所属先名義の⼝座には返⾦できかねます。返⾦に関するご案内は当協会
WEB サイト、郵送等により⾏います。
※１ 予定している地域での試験会場の確保が困難な場合は、近隣の都道府県に試験会場を設定することがあり
ます。

24. 感染症等拡⼤防⽌のための受験制限
・インフルエンザや指定感染症など、他の受験者に感染の恐れがある⽅は、受験をご遠慮くだ
さい。ただし、医師の許可がある場合は受験を認めます。
・試験当⽇、熱または咳のひどい受験者には、⾮接触体温計等で検温をし、状況によっては受
験をご遠慮頂く場合があります。
・受験をご遠慮頂く場合であっても受験料の返⾦は出来かねます。また、⼀次試験免除期間の
延⻑はありません。
・試験当⽇より過去 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症が引き続き拡⼤している国や地域
への訪問歴がある場合、また、そのような⽅との濃厚接触がある場合は、受験をお控えくだ
さい。
・試験当⽇より過去２週間以内に新型コロナウイルス感染症が陽性と診断された⽅との濃厚接
触がある場合は、受験をお控えください。
・試験当⽇より過去２週間以内に同居している⽅に新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ
た場合は、受験をお控えください。
25. 受験時の注意事項
・指定された試験会場以外での受験はできません。
・当⽇、会場での筆記⽤具・製図⽤具の貸出はありません。
・会場内に時計が無い場合があります。腕時計は時計機能のみを有しているものとし、それ以
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外は持込み禁⽌とします。また、ストップウォッチやアラーム機能の使⽤は禁⽌（⾳が出な
いようにしてください）します。
・実施時間は変更になる場合がございます。必ず受験票をご確認ください。
・試験直前（前⽇・当⽇）での緊急連絡は資格試験運営事務局へご連絡ください。
・試験当⽇の朝にご⾃宅等で検温頂き、37.5 度以上の熱がある場合は、受験をお控えください。
なお、受験料の返⾦は出来かねます。また、⼀次試験免除期間の延⻑はありません。
・マスクを必ずご持参ください。マスクが無い場合は受験をお断りすることがあります。
・試験時間前後、休憩時間等においても、ソーシャルディスタンスの確保をお願い致します。
また、可能な限り会話や飲⾷なども控えて頂きますようお願い致します。
・試験を⽋席する場合の連絡は不要です。
・試験当⽇またはその前後に不測の事態（⾃然災害、新型感染症の流⾏など）が発⽣した場合、
資格試験の開催状況については当協会 WEB サイトでお知らせしますので、随時ご確認くだ
さい。
・原則として、試験会場には公共交通機関（電⾞・バス等）でお越しください。
・試験当⽇は、検温等を実施する予定ですので、早めのご来場をお願いする場合があります。
・試験開始後 30 分を過ぎた場合の受験は原則認められません。
・試験開始前に 15 分間の説明があります。事前説明開始までに必ず着席してください。
・試験時間中の⼀次退出は、原則認めていません。体調不良の場合や、お⼿洗いでやむを得ず
退出したい場合は、挙⼿し監督員の指⽰に従ってください。試験時間の延⻑等はありません。
・試験の解答を終えた受験者は、次の退出制限の時間を除き途中退出することができます（再
⼊室はできません）。退出する場合は、挙⼿して合図をし、解答⽤紙を監督員に⼿渡して静か
に退出すること。
試

験

退出制限の時間

⼀次試験

試験開始から 090 分以内および試験終了 5 分前

⼆次試験

試験開始から 120 分以内および試験終了 5 分前

※いずれかの会場で試験時間の繰り下げ実施を⾏った場合は、試験会場ごとで途中退出の可
能時間が変更されます。
・試験終了後、出⼊⼝等での密集を防ぐため、試験会場によっては教室ごとに⼀時的な退室制
限を⾏う場合があります。
・試験室は換気のため適宜、窓やドアなどを開けますので、なるべく室温の変化に対応できる
服装でお越しください。また、会場によっては、屋外からの騒⾳が⼊ることがありますので、
予めご了承頂きますようお願い致します。
26. 禁⽌⾏為等に対する対応
・当協会が実施する資格試験（申込時点から資格登録時点まで）において、禁⽌⾏為を⾏った
場合は、以降 5 年以内の期間を定めて受験をお断りすることがあります。また、付与してい
る免除期間がある場合は取り消します。
・禁⽌⾏為等が確認された場合、今回の受験が無効であることが通達され、該当者には退場等
の処置をとらせていただきます（合格認定後に発覚した場合、合格認定を取り消します）。
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・退場となった当該受験者に対する返⾦はいたしません。また、問題冊⼦、解答⽤紙などの配
布物は持ち帰ることはできません。
禁⽌⾏為
（１）試験会場での禁⽌⾏為
・他の受験者への迷惑⾏為

・試験室内での電⼦機器の使⽤

・他の⼈物になりすましての受験（替え⽟）

・腕時計のストップウォッチやアラーム機能

・試験運営の妨害⾏為

の使⽤

・不正⾏為（カンニング等）

・監督員等スタッフの指⽰に従わない

（２）その他の禁⽌⾏為
・当協会または第三者の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する⾏為、
および侵害するおそれのある⾏為
・当協会または第三者を誹謗中傷する⾏為、他⼈の名誉を傷つける⾏為、または脅迫する⾏為
・当協会に対する詐欺などの不正利⽤⾏為、または不正利⽤に準ずる⾏為
・前各号の他、当協会または第三者に不利益もしくは損害を与える⾏為、または与えるおそれ
のある⾏為
・公序良俗に反する⾏為、もしくはそのおそれのある⾏為、または公序良俗に反する情報を第
三者に提供する⾏為
・法令等に違反するまたは違反するおそれのある⾏為
・その他当協会が不適切と判断する⾏為

27. 合否判定通知
⼀次試験：2020 年 11 ⽉ 19 ⽇頃全国⼀⻫発送予定
⼆次試験：2021 年 02 ⽉中旬頃全国⼀⻫発送予定
※合否結果、採点に関するお問い合わせ、また異議申し⽴てには応じかねます。あらかじめご
了承ください。
※ＷＥＢ申込の⽅は、パーソナルページ内で合否結果を確認できます（合否結果通知の発送と
同時期を予定）。
28. 資格の付与と資格証の交付
⼆次試験に合格後、登録料を納付し、登録⼿続きが完了すると当協会認定のインテリアコー
ディネーターとして登録され、顔写真付きの資格登録証（カード）が交付されます（5 年ごとに
更新）。
登録料 14,300 円（税込）
※資格登録についての詳細は⼆次試験合格者にお知らせします。
※資格登録証（カード）には、資格登録申請時の「⽒名（姓：最⼤ 5 ⽂字+名：最⼤ 5 ⽂字）」
「⽣年⽉⽇」が印字されます。外国籍の⽅などで⽂字数制限を超える場合は、資格試験運営事
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務局までご相談ください。
※資格申請期限内（2021 年 3 ⽉上旬まで）に資格登録⼿続きが完了しない場合は資格登録がで
きないことがあります。
※資格登録証の顔写真は受験票のものを使⽤します。
29. 個⼈情報の取扱い
（１）公益社団法⼈インテリア産業協会および試験実施運営関連法⼈は、受験申込者の個⼈情報
を各プライバシーポリシーに基づき適切に管理します。
（２）お預かりした個⼈情報は、受験料の収受、受験票の発送、試験結果の発送、受験履歴の管
理、受験料の返⾦、および前述の⽬的達成のための電話・メール・郵便などでの連絡、イン
テリアコーディネーター資格試験の実施・遂⾏のために利⽤するほか、個⼈が特定されない
形でインテリアコーディネーター資格試験の運営と質の改善のために使⽤させていただき
ます。また、公益社団法⼈インテリア産業協会、および株式会社 JTB コミュニケーションデ
ザインの各種ご案内（インテリアコーディネーター資格試験関連情報、イベント、アンケー
ト等）を適切な通信⼿段を⽤いて送付させていただく場合もあります。
（３）公益社団法⼈インテリア産業協会、および株式会社 JTB コミュニケーションデザインは、
上記 2 の利⽤⽬的達成のために必要な範囲内において、個⼈情報の適切な取り扱いに関する
契約を締結した上で、個⼈情報の取り扱いを第三者に委託する場合があります。

新型コロナウイルス感染症の感染者や感染の疑いがある⽅が発⽣した場合は、該当会場の
受験者の個⼈情報（受験申込情報）を保健所等の公的機関に提供することがあります。
※1 「インテリアコーディネーター資格試験」は、公益社団法⼈インテリア産業協会が主催す
る資格試験です。
※2 公益社団法⼈インテリア産業協会は「インテリアコーディネーター資格試験」の業務の⼀
部を株式会社 JTB コミュニケーションデザインに業務委託しております。
※3 公益社団法⼈インテリア産業協会は受験申込専⽤ WEB サイトの管理・運営を、株式会社
JTB コミュニケーションデザインに業務委託しております。
※4 株式会社 JTB コミュニケーションデザインが、受験申込専⽤ WEB サイトの特定商取引上
の販売事業者となります。
30. 免責
当協会は、受験申込者および第三者の損害について、それらの予⾒または予⾒可能性の有無
にかかわらず⼀切の責任を負いません。
31. 損害賠償額の制限
事由の如何を問わず、資格試験の受験⼜は受験できなかったこと等への不服申し⽴てに関
し、当協会が負担する損害賠償額は、受験申込者から受領した受験料の額を限度とします。
32. 他の資格試験に対する優遇
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商業施設⼠の資格取得に対する優遇措置
インテリアコーディネーター有資格登録者は、商業施設⼠試験において、学科試験・選択問
題の｢⽣活と商業｣が免除されます。申請時にインテリアコーディネーター登録証の写しを添
付してください。
お問い合わせ：（公社）商業施設技術団体連合会 TEL：03-3453-8103
33. お問い合わせ先（資格試験に関する）
資格試験の実施・運営全般（申込や受験に関する質問）に関するお問い合わせ先です。
インテリアコーディネーター資格試験運営事務局（2020 年７⽉１⽇より開設）
■受付時間
通

常：10:00〜17:00（⼟・⽇・祝⽇・年末年始を除く）

試験前⽇：10:00〜17:00
試験当⽇：09:00〜16:00
■電

話：03-6380-8929

■メ ー ル：お問い合わせメールフォーム

※メールでのご回答となります。

（ ic-shiken@jimu-kyoku.jp ）
（https://shiken.interior.or.jp/users/ic/prepare.html）
※時期によりお電話が繋がりにくい場合がございます。その場合は時間をおいてからお掛け直
し頂くか、お問い合わせメールフォームよりご連絡ください。
※資格試験運営事務局の開設前および業務外⽇にお問い合わせ頂いたものについては、資格試
験運営事務局の業務時間に順次回答します。お時間がかかる場合がありますのでご了承くだ
さい。
※インテリア産業協会の本部事務局とは異なります。
34. 主催者
公益社団法⼈インテリア産業協会
〒160-0022
東京都新宿区新宿３−２−１

京王新宿３２１ビル８階

お問い合わせメールフォーム
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