平成２９年度

Ｂ－ＷＲＡＰ
第３０回 ２級 受験案内・願書
２級

検定講習会案内・申込書

試験日
東京・名古屋・大阪会場

：

平成２９年８月５日（土）

出願期間
平成２９年６月１２日（月）～平成２９年７月１４日（金）
実施機関
一般社団法人 日本商業ラッピング協会

商業ラッピング協会と検定試験について
日本の流通業界で、顧客サービスの内容を考える時、忘れてならないものにギフトラッピングサービスがあります。接客
の一環として、また他店との差別化として重要な位置付けがされている顧客サービスのひとつです。ところが現状において、
企業には、概念としてギフトラッピングの必要性は理解されているものの、その重要性は情報不足から正しく認識されてい
ません。さらに今までのラッピングは、趣味、手芸に根ざしたところで展開されたものがほとんどで、ビジネスに活用できる
体系的なものがありませんでした。このような現状においては、顧客サービスの一環としてのギフトラッピングサービスが正
しく理解され、その手法がビジネスで使えるように体系化・標準化されることが必要です。そこで、ラッピング技術者の養成
とラッピングの知識、技術、手法の標準化を主たる目的として２００１年に一般社団法人商業ラッピング協会が発足いたし
ました。その主催のもと商業ラッピング検定は実施されています。
商業ラッピング検定は、顧客サービスの一環としてのギフトラッピングをあなたが正しく理解し、そしてその手法がビジネ
スで使えるかを、標準化された基準の中で客観的に判断するものです。現在基礎的な知識と技術レベルの３級検定試験と
実務に従事する方を対象にした知識と技術レベルの２級検定試験を実施いております。

２級検定 実施要項
◆ 試験日
東京・名古屋・大阪会場 ： 平成２９年８月５日（土）
◆ 試験会場：
（東京会場）東京商科学院専門学校 本部校舎
東京都千代田区神田神保町 1-50
（ＪＲ総武線 水道橋駅より徒歩１０分）
（名古屋会場）シモジマ名古屋店 ７階コンベンションルーム 名古屋市中区錦 2-5-17
（地下鉄桜通線 丸の内駅下車徒歩７分）
）
（大阪会場）シモジマ心斎橋コンベンションルーム
大阪市中央区北久宝寺町 3-3-8 本町南シモジマビル５階
（地下鉄御堂筋線 本町駅下車７分）
または、団体が指定する会場
◆ 試験時間：
説明時間
13：15～13：25
筆記試験
13：25～13：55
説明時間①
14：10～14：20
実技試験①
14：20～14：30
説明時間②
14：45～15：00
実技試験②
15：00～15：30
◆ 受験対象：受験資格は３級試験に合格している方。
◆ 出願期間
平成２９年６月１２日（月）～平成２９年７月１４日（金）
◆受験料２級…6,600 円
※一旦納入された受験料は理由の如何を問わず返金いたしません。
※交通機関の事故等で欠席となった場合には、公的に証明される場合（試験終了後７日以内に事故証明等の提出があった
とき）に限り次回の同級試験を無料で受けることができます。
◆ 出題形式・配点
２級：筆記(３０分)…筆記試験４０問前後 100 点満点
実技①(１０分)…実技試験１問 100 点満点
実技②(３０分)…実技試験３問 100 点満点
◆ 合格基準
筆記、実技①、実技②それぞれが６５％以上の得点をもって合格とします。
◆ 持ち物
受験票、鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、はさみ、カッター、セロハンテープ、両面テープ、ホチキス
◆ 合格発表
平成２９年９月中旬までに受験者全員に通知します。
◆ 合格証の発行
合格者には、日本商業ラッピング協会からカードタイプの合格証を無料で発行します。合格証の有効期限は発行年から
３年です。合格証には有効期限がありますが、合格資格の期限はありません。
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出願から合格まで
個人出願の方法
１．６ｐの「２級検定試験申込書ならびに２級検定講習会申込書」に必要事項を記入し、ＦＡＸすると共に、その金額を銀
行あるいは郵便局からお振り込み下さい。記入方法は３ｐ下段をご覧ください。
２．締め切りは平成２９年７月１４日（受付局日附）です。
３．手数料は自己負担でお願いいたします。
４．銀行のお振り込みの控えまたは、お申し込み時に郵便局から渡されます払込金受領証は、受験料払込の証明となるもの
です。受験票が届くまで大切に保管してください。
５．受験票は７月１８日までに申し込み時に記入された住所へお送りします。受験票と共に、試験会場の案内図を送ります。
期日までに受験票が届かない場合は、試験センターへご連絡ください。受験票は当日会場へ必ずお持ち下さい。
６．会場では本人確認を行なう場合がございますので、試験当日は本人を証明できるもの（健康保険証・学生証・運転免許
証・社員証等）をご持参ください。
７．合否通知・合格証は、申し込み時に記入された住所へお送りします。
団体受験について
協会では団体受験を受け付けております。団体受験を希望される団体は、協会までお問い合わせください。

２級検定出題範囲
◆

◆

筆記
しきたりの基礎知識２・商業ラッピング理論２
カラーコーディネート・接客について
実技
＜包み方＞ 合わせ包み・斜め包み（慶事用・弔事用）
・風呂敷包み
合わせ包み応用（はさみ込み・タック入り）／リバーシブル／ピーコック
斜め包み応用（箱の形・サイズに合わせて包装紙をカットする）
びん２種類（斜め包みを応用したもの・風呂敷包みを応用したもの）
円筒形（合わせ包み応用・斜め包み応用・風呂敷包み応用）
袋を使ったラッピング
＜リボン＞ 蝶結びのアレンジ・表裏のあるリボンの蝶結び
カーリングリボン・ダブルリボン・ウェーブボウ２・ポンポンボウ
８の字リボン・コサージュリボン
＜時間内に包む＞ 規定の時間内に丁寧かつ正確に作業する

※

２級の検定試験では、３級の内容についてはすでに習得されているものとして扱います

※

協会では、テキストを用意しております。基本的にその中からの出題となります。また、検定前の講習会も開催しており
ます。講習会・テキストのお申し込み方法は７ページをご覧下さい。

２級検定参考資料（テキスト・プリント）
◆
◆

「ラッピングハンドブック ２級検定用」
「２級重要ワード問題集」

日本商業ラッピング協会発行
日本商業ラッピング協会作成

\1,500
\500

検定試験申込書記入上の注意事項
検定試験の申し込みには６ページの「２級検定試験申込書ならびに２級検定講習会申込書」をご利用ください。記入方法は７ペ
ージの記入例をご参照ください。
１．氏名、住所、性別、生年月日、電話番号をボールペンではっきり記入してください。
２．ご希望の会場の日程をご確認の上 ○印を記入し、金額欄に金額をご記入ください。
３．テキストやプリントなどをご希望の方は必要な項目に○印をご記入し、金額欄に金額をご記入ください。
４．合計の欄に合計金額を記入し、振込方法と振込予定日をご記入ください。
５．以前に検定試験または検定講習会に参加された方はその日付をご記入ください。ご不明な方は○印だけでかまいません。
６．受験案内と受験票は「住所 1」欄の住所にお送りいたします。勤務先等に郵送を希望される方は、通信欄に明記してくだ
さい。
７．身体に不自由のある方は、申込書の通信欄にその旨をご記入ください。
８．一番上の申込日に日付をご記入の上、協会へファックスまたはご郵送ください。
ファックス番号：０３－３８６２－９７２７

（振込予定日にお振込みください）

協会住所：〒111-0053 東京都台東区浅草橋５－２９－８
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一般社団法人日本商業ラッピング協会

２級検定講習会のご案内
商業ラッピング検定を受験なさる方を対象に、講習会を実施いたします。講習会では、商業ラッピング協会認定講師が検定合格
に必要な知識・技術を指導いたします。講習会の受講を希望される方は、下記にしたがってお申し込み下さい。

●【２級総合講習会】
２級出題範囲の説明と実技演習を総合的におこないます。
講 習 日

東京会場： 平成２９年７月２２日（土）
名古屋会場：平成２９年７月２３日（日）
大阪会場： 平成２９年７月２３日（日）

時

間

ＡＭ10：30～ＰＭ4：30

会

場

（東京会場）東京商科学院専門学校

本部校舎

東京都千代田区神田神保町 1-50

申込期間

（ＪＲ総武線 水道橋駅より徒歩１０分）
（名古屋会場）シモジマ名古屋店 ７階コンベンションルーム 名古屋市中区錦 2-5-17
（地下鉄桜通線 丸の内駅下車徒歩７分）
）
（大阪会場）シモジマ心斎橋コンベンションルーム
大阪市中央区北久宝寺町 3-3-8 本町南シモジマビル６階
（地下鉄御堂筋線 本町駅下車徒歩７分）
平成２９年６月１２日（月）～ 平成２９年７月１４日（金）当日消印有効

講 習 費

￥7,700（税込）

持 ち 物

はさみ、カッター、セロハンテープ、両面テープ、ホチキス、筆記用具、２級および３級テキスト、受講票

教

ラッピングテキスト（２級検定用）第２刷

本

申込方法

￥1,500

プリント（２級重要ワード問題集）￥500

６ページの用紙に必要事項を記入し、ＦＡＸするとともに講習費を下記銀行口座あるいは郵便局からお振り込みくだ
さい。
（振込手数料はご負担ください。
）

※申し込みをしていただきますと、講習会場の案内図の付いた受講案内と受講票を７月１８日までにお送りいたします。
※受験票は検定講習会に出席の方には、講習会でお渡しします。出席されない方には７月２５日までにお送りします。
振込口座
みずほ銀行 浅草橋支店 （普）１７１２７３９ 日本商業ラッピング協会
郵便局 口座記号番号 ００１２０－４－５３２５９
一般社団法人日本商業ラッピング協会
内容
カリキュラム例
時間
項目
10：30～10：40
商業ラッピング協会と検定試験について
10：40～12：00
商業ラッピング理論・包み方とリボンの掛け方（２級・１）
12：00～12：45
昼食
時間内に包む・包み方とリボンの掛け方（２級・２）
・しきたりの基礎知識
12：45～16：30
カラーコーディネート・接客について・２級出題範囲の説明

●【２級特別講習会】
（東京会場のみ）
上記日時以外、７月２５日(火)、７月２６日(水)にも特別講習を実施いたします。これは７月２２日(土)開催の
２級検定講習会（２級総合講習会）だけでは不十分だとお考えの方を対象にしたものです。
講 習 日【２級特別講習会 復習編】 平成２９年７月２５日（火）
・・・３級の復習をかねて２級の基本を実習します。
【２級特別講習会

実技編】 平成２９年７月２６日（水）
・・・２級の実技を主体に実技演習を行います。

時

間

ＡＭ10：30～ＰＭ4：30

会

場

イーストサイドトーキョー
台東区蔵前 1-5-7

(旧シモジマ浅草橋６号館)

（ＪＲ浅草橋駅徒歩７分／都営浅草線蔵前駅より徒歩５分）

申込期間

平成２９年６月１２日(月)～ 平成２９年７月１４日(金）当日消印有効

講 習 費

各回￥7,700（税込）

持 ち 物

はさみ、カッター、セロハンテープ、両面テープ、ホチキス、筆記用具、３級テキスト、受講票

テキスト

ラッピングテキスト（２級検定用）第２刷

申込方法

６ページの用紙に必要事項を記入し、ＦＡＸするとともに講習費を下記銀行口座あるいは郵便局からお振り込みくだ

・入門講習、実技講習とも同じ料金です
￥1,500

プリント（２級重要ワード問題集）￥500

さい。
（振込手数料はご負担ください。
）記入方法は５ｐの「講習会申込書記入上の注意事項」をお読みください。
※申し込みをしていただきますと、講習会場の案内図の付いた受講案内と受講票を７月１８日までにお送りいたします。
※受験票は検定講習会に出席の方には、講習会でお渡しします。出席されない方には７月２５日までにお送りします。
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内容
◆ ２級特別講習会（復習編）

３級の復習をかねて２級の実技演習と２級出題範囲の説明をおこないます。
カリキュラム例
時間
10：30～10：40
10：40～12：00
12：00～12：45
12：45～16：30

項目
商業ラッピング協会と検定試験について
商業ラッピング理論・包み方とリボンの掛け方の実習（３級復習）
昼食
包み方とリボンの掛け方の実習（２級）
しきたりの基礎知識・時間内に包む・２級出題範囲の説明

内容
◆ ２級特別講習会（実技編）

２級の実技に特化し、時間内に包む特訓を含む実技演習をおこないます。
カリキュラム例
時間
10：30～10：40
10：40～12：00
12：00～12：45
12：45～16：30

項目
商業ラッピング協会と検定試験について
包み方とリボンの掛け方の実習（２級・１）
昼食
時間内に包む・包み方とリボンの掛け方の実習（２級・２）
しきたりの基礎知識・２級出題範囲の説明

講習会申込書記入上の注意事項
講習会の申し込みには６ページの検定受験・検定講習会申込書をご利用ください。検定講習会のみ受講する方も、テキストのみ
ご購入される方もこの用紙をご利用ください。
１．講習会費、テキスト代は税込みになります。振り込み金額にご注意ください。
講習会のみご希望の方・・・・・・7,700 円

（講習会費 7000 円）

講習会＋テキストをご希望の方・・・・9,200 円

（講習会費 7,700 円＋テキスト代 1,500 円）

講習会＋テキスト＋プリントをご希望の方・・・9,700 円
（講習会費 7,700 円＋テキスト代 1,500 円＋プリント代 500 円）
２．記入方法は３ｐ下段の「検定試験申込書記入上の注意事項」をご覧ください。

お問い合わせ先
一般社団法人

日本商業ラッピング協会

〒111-0053 東京都台東区浅草橋５－２９－８
電話番号 03-3862-9727（ファックス兼用）
090-5579-7376（事務局星野）
営業時間 平日 10：00～17：00

メール

info_bwrap@yahoo.co.jp
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２級検定試験 ならびに ２級検定講習会 申込書
申込日
フリガナ

年

月

日

年

月

日

昭和

性別 男 女 生年月日 ・

氏 名

平成

〒

－

電話

住所1
ＦＡＸ
勤務先
学校名

〒

－

電話

住所2
ＦＡＸ

●ご希望の項目に○印をつけてください （複数の項目をご希望に方はその合計金額をご記入ください）
申込内容

希望
Ｏ印

項目内容およびその適用

検定試験

８月 ５日（土） ２級検定試験（東京会場） ￥６６００

検定試験

８月 ５日(土） ２級検定試験（名古屋会場） ￥６６００

検定試験

８月 ５日(土） ２級検定試験（大阪会場） ￥６６００

検定講習会

７月２２日(土） ２級検定講習会（東京会場） ￥７７００

検定講習会

７月２３日(日） ２級検定講習会（名古屋会場） ￥７７００

検定講習会

７月２３日(日） ２級検定講習会（大阪会場） ￥７７００

検定講習会

７月２５日(火） ２級検定講習会（復習編）（東京会場）￥７７００

検定講習会

７月２６日(水） ２級検定講習会（実技編）（東京会場）￥７７００

テキスト

ラッピングテキスト ２級検定用

プリント

２級重要ワード 問題集 ￥５００

金額

￥１５００

合計
●振り込み方法と振り込み予定日をご記入ください
銀行振込み

振込方法
振込口座

みずほ銀行
郵便局

郵便局振込み

浅草橋支店

（普）1712739

口座記号番号

00120-4-53259

月

振込予定日

日

日本商業ラッピング協会
一般社団法人日本商業ラッピング協会

●以前、受験または受講された方はその年月日をご記入ください （不明な方は○印だけご記入ください）
以前に受験または受講した

検定

講習会

年

月

通信欄

●申込書記入の注意事項
講習会受講も同時に記入できる書式になっております。検定試験のみ、検定講習会のみを
ご希望の方も、この用紙をご利用ください。
●ＦＡＸ番号
6

０３－３８６２－９７２７

日

２級検定試験 ならびに ２級検定講習会 申込書 （記入例）
申込日

トウキョウ

フリガナ

ハナコ

東京 花子

氏 名

昭和

性別 男 女 生年月日 ・

平成

〒012-2345
住所1

5年 12月 24日

電話

03-3456-7890

ＦＡＸ

03-3456-7891

〒012-1234

電話

03-1234-5678

東京都千代田区東京４－５

ＦＡＸ

03-1234-5679

東京都中央区東京１－２－３
コーポ東京１０２

勤務先
学校名
住所2

2017年 7月1日

東京専門学校

●ご希望の項目に○印をつけてください （複数の項目をご希望に方はその合計金額をご記入ください）
申込内容

希望
Ｏ印

項目内容およびその適用

検定試験

８月 ５日（土） ２級検定試験（東京会場） ￥６６００

検定試験

８月 ５日(土） ２級検定試験（名古屋会場） ￥６６００

検定試験

８月 ５日(土） ２級検定試験（大阪会場） ￥６６００

検定講習会

７月２２日(土） ２級検定講習会（東京会場） ￥７７００

検定講習会

７月２３日(日） ２級検定講習会（名古屋会場） ￥７７００

検定講習会

７月２３日(日） ２級検定講習会（大阪会場） ￥７７００

検定講習会

７月２５日(火） ２級検定講習会（復習編）（東京会場）￥７７００

検定講習会

７月２６日(水） ２級検定講習会（実技編）（東京会場）￥７７００

テキスト

ラッピングテキスト ２級検定用

プリント

２級重要ワード 問題集 ￥５００

金額

6,600

7,700

1,500

￥１５００

500

16,300

合計
●振り込み方法と振り込み予定日をご記入ください
銀行振込み

支払方法
振込口座

みずほ銀行
郵便局

郵便局振込み

浅草橋支店

（普）1712739

口座記号番号

00120-4-53259

振込予定日

7月 10日

日本商業ラッピング協会
一般社団法人日本商業ラッピング協会

●以前、受験または受講された方はその年月日をご記入ください （不明な方は○印だけご記入ください）
以前に受験または受講した

検定

講習会

2017年 1月 22日

通信欄

●申込書記入の注意事項
講習会受講も同時に記入できる書式になっております。検定試験のみ、検定講習会のみ、
テキストのみをご希望の方も、この用紙をご利用ください。
●ＦＡＸ番号
7

０３－３８６２－９７２７

