
株式会社フェローシップ
資格取得支援制度

 対象資格は次ページよりの一覧としますが、随時増やしていきたいと考えております。
 運用ルール

 フェローシップ申請日より丸３ヶ月派遣スタッフとして連続就業した際に資格受験代
の半額（上限１万円）、丸６ヶ月資格派遣スタッフとして連続就業した際に資格受験
代の残りの半額（上限１万円 トータル上限２万円）を支給いたします。

 申請日は、資格合格通知日より１か月以内とします。

 申請の際は、合格通知（合格通知日とお名前が記載されているもの）と資格受験
代がわかる領収書が必要となります。

 取得支援代は、その時点での給料と一緒に振り込みます。
 就業開始後に取得した資格に限ります。

2019/11/1



ジャンル 検定 種類 テスト概要 受験代 試験日

行政書士 行政書士

憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行

政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。）、民法、商法及

び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、当該年度４月１日現

在施行されている法令に関して出題される。

7,000円 11月

司法書士 司法書士

(1)憲法、民法、商法（会社法その他の商法分野に関する法令を含む。）及び

刑法に関する知識/ (2)不動産登記および商業（法人）登記に関する知識

（登記申請書の作成に関するものを含む）/(3)供託並びに民事訴訟、民事執

行及び民事保全に関する知識/(4)その他司法書士法第3条第1項第1号から

第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

8,000円 7月

学科試験  7,500円

実技試験  7,500円

学科試験  5,500円

実技試験  5,500円

IFRS検定（国際会計基準

検定）試験
IFRS検定

IFRS（国際財務報告基準）とはIASB（国際会計基準審議会）が策定する会計

基準である。
47,300円 年3回

BATIC スコア制
グローバルなビジネスシーンに不可欠な英語力と国際会計スキルを同時に

測る検定試験です。
10,340円 7月、12月

簿記１級
公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。合格すると税理士試験の

受験資格が得られる。会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計

に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析ができる。

7,850円 6月、11月

簿記２級
経営管理に役立つ知識として、最も企業に求められる資格の一つ。企業の財

務担当者に必須。

財務諸表の数字から経営内容を把握できる。

4,720円 2月、6月、11月

簿記３級
ビジネスパーソンに必須の基礎知識。経理関連書類の適切な処理や青色申

告書類の作成など、初歩的な実務がある程度できる。中小企業や個人商店

の経理事務に役立つ。

2,850円 2月、6月、11月

2級

2級FP技能検定は、厚生労働大臣より職業能力開発促進法第47条第1項の

規定に基づき指定試験機関の指定を受けて、日本FP協会が実施する国家

検定です。学科試験と実技試験にて実施されます。学科試験と実技試験は同

日に実施され、両方を受検することができます（日本FP協会の実技試験は資

産設計提案業務となります）。(要3級合格、もしくはAFP認定研修の受講修了

者、FP業務2年以上）

計8,700円

学科4,200円

実技4,500円

1月、5月、9月

3級

3級FP技能検定は、厚生労働大臣より職業能力開発促進法第47条第1項の

規定に基づき指定試験機関の指定を受けて、日本FP協会が実施する国家

検定です。学科試験と実技試験にて実施されます。学科試験と実技試験は同

日に実施され、両方を受検することができます（日本FP協会の実技試験は資

産設計提案業務となります）。

計6,000円

学科3,000円

実技3,000円

1月、5月、9月

1級
秘書業務全般について充分な理解があり、高度な知識を持つとともに高度な

技能を発揮できる。
6,500円 6月、11月

準1級 秘書的業務について理解し、技能が発揮できる。 5,300円 6月、11月

2級 秘書業務について理解し、技能が発揮できる。 4,100円 2月、6月、11月

3級 初歩的な秘書業務が理解でき、技能が発揮できる。 2,800円 2月、6月、11月

診療報酬請求事務能力認定試験
診療報酬請求事務能力認定試験（以下、「認定試験」という。）は、診療報酬

請求事務に従事する者の資質の向上を図るため、公益財団法人日本医療

保険事務協会が実施する全国一斉統一試験です。

9,000円 7月、12月

医療事務技能審査試験
医療事務業務に従事する者の有する知識および技能の程度を審査し、証

明することにより、医療事務職の職業能力の向上と社会的経済的地位の向

上に資することを目的とします。

7,500円 毎月

医療事務管理士技能認定試験

医療事務の業務には、医療機関内での患者受付け、治療費の計算、診療報

酬明細書作成、カ ルテ管理などがあります。医療保険制 度や診療報酬の仕

組みを理解し、正確に診療報酬を算定できる事務スタッフのスキルを証明す

るのが「医療事務管理士」の資格です。

7,500円 奇数月

オペレーション資格：

エントリー

電話等を中心とした非対面のコミュニケーショ ンに必要な知識・スキル、ビジ

ネスマナーの習得を認定 3,850円 随時

オペレーション資格：

オペレーター

専門性の高い顧客応対業務や、新人の指導を担当できる人材として必要な

知識・スキルの習得を認定 7,700円 随時

オペレーション資格：

スーパーバイザー

管理者として必要なマネジメントにおける知識・スキルの習得を認定
8,800円 随時

プロフェッショナル資格：

オペレーションマネジメント

顧客対応部門の運営とパフォ ーマンス管理に必要な知識・スキルの習得を

認定
16,500円 年1回

プロフェッショナル資格：

コンタクトセンターアーキテクチャ

コンタクトセンターの新規構築や新システム導入時における業務設計に必要

な知識・スキルの習得を認定
16,500円 年1回

1級
業務上必要な法律実務知識をビジネス全般にわたって持っており、その知識

に基づいて多面的な観点から高度な判断・対応ができる。
11,000円 12月

2級
企業活動の実務経験があり、弁護士などの外部専門家への相談といった一

定の対応ができるなど、質的・量的に法律実務知識を有している。
6,600円 年2回

3級
ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を有し、

問題点の発見ができる。
4,400円 年2回

トレーニング＋試

験125,400
随時

試験のみ26,400円

トレーニング＋試

験191,400円
随時

試験のみ26,400円

トレーニング＋試

験191,400円
随時

試験のみ26,400円

トレーニング＋試

験237,600円
随時

試験のみ39,600円

トレーニング＋試

験125,400
随時

試験のみ26,400円

法務

知的財産管理技能検定

2級

知的財産分野全般（特許、商標、著作権等）について、基本的な管理能力が

ある。具体的には、企業・団体等において知的財産に関する戦略、法務、リ

スクマネジメント、調査、ブラ ンド保護、技術保護、コンテンツ保護、デザイ ン

保護、契約、エンフォ ースメント（権利行使）に関する幅広い基本的知識を有

し、業務上の課題を発見し、一部は自律的に解決できる技能があると認めら

11月、7月、3月

3級

知的財産分野について、初歩的な管理能力がある。具体的には、企業・団体

（学校・官公庁等）において知的財産分野の特にブラ ンド保護、技術保護、コ

ンテンツ保護、デザイ ン保護、契約、エンフォ ースメント（権利行使）に関す

る初歩的知識を有し、それに関する課題を発見することができ、一定条件下

ではその課題の解決までできる技能があると認められます。

11月、7月、3月

ファイナン

ス

日商簿記

ファイナンシャルプラン

ナー

事務

秘書検定

医療事務

コンタクトセンター検定

ビジネス実務法務

ＨＤＩ

CSR(カスタマサービスリプレゼンタ

ティブ国際認定試験)

ヘルプデスクやサポートセンター業務の基本的な知識を身につけたい方、

HDI国際認定資格取得を目指している方を対象とします。

SCA(サポートセンターアナリスト国

際認定試験)

サポートセンターの一次窓口担当者およびサポートセンター運営を行う上で

必要な基礎知識を得たいマネージャを対象とします。

SCTL(サポートセンターチームリー

ダー国際認定試験)

現在及び将来の職務責任を果たすために重要なマネジメントおよびリー

ダーシップスキルが要求されるスーパーバイ ザやアナリストを対象とします。

SCM(サポートセンターマネージャ

国際認定試験)

SCM認定は、日々の業務に責任を持つ、経験あるスーパーバイ ザ、マネー

ジャ、プロジェ クトマネージャを対象とします。

ＫＣＳＦ(KCSファウンデーション国際

認定試験)

一次二次窓口アナリスト及び全てのセンター管理者を対象とします。



ジャンル 検定 種類 テスト概要 受験代 試験日

Word 2016 Word 2016 10,780円 随時

Word 2013 Word 2013 10,780円 随時

Word 2016 エキスパート Word 2016 エキスパート 12,980円 随時

Word 2013 エキスパート Word 2013 エキスパートPart1・Part2（両方受けて認定） 各10,780円 随時

Excel 2016 Excel 2016 10,780円 随時

Excel 2013 Excel 2013 10,780円 随時

Excel 2016 エクスパート Excel 2016 エキスパート 12,980円 随時

Excel 2013 エキスパート Excel 2013 エキスパートPart1・Part2（両方受けて認定） 各10,780円 随時

PowerPoint 2016 PowerPoint 2016 10,780円 随時

PowerPoint 2013 PowerPoint 2013 10,780円 随時

Access 2016 Access 2016 10,780円 随時

Access 2013 Access 2013 10,780円 随時

Outlook 2016 Outlook 2016 10,780円 随時

Outlook 2013 Outlook 2013 10,780円 随時

Excel VBA ベーシック
Office製品のバージョ ン2000から2013までを対象としたExcelのVBAスキル

を測定します。
13,200円 随時

Excel VBA スタンダード
Office製品のバージョ ン2000から2013までを対象としたExcelのVBAスキル

を測定します。
14,850円 随時

Access VBA ベーシック
Office製品のバージョ ン2000から2013までを対象としたAccessのVBAスキル

を測定します。
13,200円 随時

Access VBA スタンダード
Office製品のバージョ ン2000から2013までを対象としたAccessのVBAスキル

を測定します。
14,850円 随時

初段 シート間の処理/高度なグラ フ/ 複数のグラ フ/その他応用 5,000円

1級
文字列操作関数/特殊関数(ABSなど)/抽出および抽出後のデータ処理(合

計・平均・ソートなど)

○ データベース関数の応用

3,000円

準1級 データベース関数/ 結果データの保存または数式印刷 2,800円

2級
表検索(ＶＬＯＯＫＵＰなど)の応用/多重判断文の応用/時刻の計算/グラ フ作

成（多様なグラ フ）
2,500円

準2級
表検索（ＶＬＯＯＫＵＰなど）/多重判断文/論理演算子/日付の計算/セルの証

明/グラ フ作成等
2,300円

1級
結合の種類（外部結合）/クロス集計/ＮＺ関数/重複・不一致レコードの処理/

その他応用等
3,000円

2級 複数クエリの作成/レコードの更新･追加・削除/項目名ごとのグループ化 2,500円

3級
複数条件によるレコードの抽出/レコードの昇順・降順の並べ替え/計算式/

関数処理等
2,000円

4級
テキストデータの読み込み/ テーブル定義/複数テーブルの関連付け/レ

コードの抽出等
1,500円

ＩＴＩＬ ITIL® ファンデーション試験
 ITIL®はITサービスマネジメントのベストプラ クティスです。ITサービスの全て

のプロセスを明確にし、可視化を行い管理可能な形にするものです。
48,270円 随時

ITパスポート試験
職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識をもち、情

報技術に携わる業務に就くか、担当業務に対して情報技術を活用していこう

とする者 を対象とします。

5,700円 随時

情報セキュリティマネジメント試験
情報セキュリティマネジメントの計画・運用・評価・改善を通して組織の情報セ

キュリティ確保に貢献し、脅威から継続的に組織を守るための基本的なスキ

ルを認定する試験です。

5,700円 春秋

基本情報技術者試験
高度IT人材となるために必要な基本的知識・技能をもち、実践的な活用能力

を身に付けた者を対象とします。 5,700円 春秋

応用情報技術者試験
高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能をもち、高度IT人材として

の方向性を確立した者 を対象とします。 5,700円 春秋

ITストラテジスト試験
経営戦略に基づいてIT戦略を策定し、ITを高度に活用した事業革新、業務

改革、及び競争優位を獲得する製品・サービスの創出を企画・推進して、ビ

ジネスを成功に導くCIOやCTO、ITコンサルタントを目指す方に最適です。

5,700円 秋

システムアーキテクト試験
システム開発の上流工程を主導する立場で、豊富な業務知識に基づいて的

確な分析を行い、業務ニーズに適した情報システムのグラ ンドデザイ ンを

設計し完成に導く、上級エンジニアを目指す方に最適です。

5,700円 秋

プロジェクトマネージャ試験
プロジェ クト全体の意思決定を実行し、品質・コスト・納期に全責任をもち、

前提・制約条件の中でプロジェ クトを確実に成功に導き、プロジェ クトメンバ

を成長させるマネージャを目指す方に最適です。

5,700円 春

ネットワークスペシャリスト試験
ネットワークの固有技術からサービス動向まで幅広く精通し、目的に適合した

大規模かつ堅牢なネットワークシステムを構築し運用できるネットワークエン

ジニアやイ ンフラ 系エンジニアを目指す方に最適です。

5,700円 秋

データベーススペシャリスト試験

企業活動を支える膨大なデータ群を管理し、パフォ ーマンスの高いデータ

ベースシステムを構築して、顧客のビジネスに活用できるデータ分析基盤を

提供するデータベース管理者やイ ンフラ 系エンジニアを目指す方に最適で

す。

5,700円 春

エンベデッドシステムスペシャリスト

試験

自動車、家電、モバイ ル機器などに搭載する組込みシステムを、ハードウェ

アとソフトウェ アを適切に組み合わせて構築し、求められる機能・性能・品質・

セキュリティなどを実現できる組込みエンジニアを目指す方に最適です。

5,700円 春

システム監査技術者試験

情報システムを監視し、リスクとコントロールを評価することによって、組織

体の情報システムの適切な活用を促進し、ITガバナンス向上やコンプラ イ ア

ンス確保に貢献できる監査人や情報システム責任者などを目指す方に最適

です。

5,700円 春

ITサービスマネージャ試験
顧客ニーズを踏まえ、日々の継続的改善を通じて高品質なITサービスを最

適なコストで安定的に提供し、IT投資効果を最大化できるITサービスマネー

ジャを目指す方に最適です。

5,700円 秋

情報処理安全確保支援士試験

情報システムや組織に対する脅威や脆弱性を評価し、技術面・管理面での

有効な対策を遂行できるセキュリティエンジニアや情報システム管理者を目

指す方に最適です。情報セキュリティの重要性はますます高まっており、いま

最も旬なエンジニアです。

5,700円 春秋

事務

MOS

ＶＢＡエキスパート

情報処理技能検定

（表計算）

IT
IPA

2月、7月、10月、

12月

情報処理技能検定

（データベース）



ジャンル 検定 種類 テスト概要 受験代 試験日

1級
2級に加え、イ ーコマースやアフィリエイ ト、デバック、システム管理等 学科： 7,000円

実技： 25,000円

11月（学）、2月

（実）

2級

3級に加えて、サーバーサイ ドアプリケーショ ン（CGIやPHPなど）やサイ ト設

計等

学科： 6,000円

実技： 12,500円（35

歳以上）または

7,000円（35歳未満）

3級

イ ンターネット概論から簡単な HTML、CSS などの知識等 学科： 5,000円

実技： 5,000円 （35

歳以上）または

3,000円（35歳未満）

Visual Design using Adobe®

Photoshop CC

Photoshop CCは、Photoshopの基礎知識、基本的な操作方法、デザイ ンプ

ロジェ クト要件の設定や画像利用に関するルールなどついて出題される科

目です。

10,780円 随時

Visual Communication using Adobe

Photoshop CS6

Photoshop CS6は、Photoshopの基礎知識、基本的な操作方法、デザイ ンプ

ロジェ クト要件の設定や画像利用に関するルールなどついて出題される科

目です。

10,780円 随時

Graphic Design & Illustration Using

Adobe Illustrator CC

この試験では、Illustratorの基礎知識、基本的な操作方法、デザイ ンプロ

ジェ クト要件の設定やグラ フィックの利用に関するルールなどについて出題

される科目です。

10,780円 随時

DTPエキスパート DTPエキスパート
メディアの持つ役割とそのもたらす結果に目を向けたメディア設計及び制作

を実践するために、「DTP」「色」「印刷技術」「情報システム」「コミュニケー

ショ ン」関連知識を習得した人材を認証します。

15,000円 3月、8月

レベル1
マルチデバイ スに対応したWebコンテンツを HTML5を使ってデザイ ン・制作

できることを証明します。
16,500円 随時

レベル2
システム間連携や最新のマルチメディア技術に対応した Webアプリケーショ

ンや動的Webコンテンツの開発・設計ができることを証明します。
16,500円 随時

ＴＯＥＩＣ（７５０点以上） スコア制
TOEIC（トーイ ック）とはTest of English for International Communicationの略

称で、英語によるコミュニケーショ ン能力を幅広く評価する世界共通のテス

トです。

5,830円 毎月

この試験は、時代の要請に即した「新・翻訳検定」で、翻訳のプロフェ ッショ

ナルの能力を総合的に審査し、認定する翻訳専門職資格試験です。

CPT試験の対象言語は英語と中国語です。科目ごとに合否判定がなされ、な

らびにグレードが示されます。４科目のテスト全てに合格し、翻訳実務経験２

年の実績審査を行った上で「JTA 公認翻訳専門職(Certified Professional

Translator)」と認定します。

この「JTA公認翻訳専門職資格試験（CPT試験）」の翻訳専門職の能力要件

は、5つのコンピタンシーとして定義されています。

・Language Competence（言語変換能力）

・Cultural Competence（異文化理解力）

・Expertise Competence（専門実務翻訳能力）

・IT Competence（IT運用能力）

・Managerial　Competence（マネジメント能力）

Ｎ１
原則として日本語を母語としない人を対象に、日本語能力を測定し、認定す

ることを目的としています。（幅広い場面で使われる日本語を理解すること

ができる）

5,500円 7月、12月

Ｎ２
原則として日本語を母語としない人を対象に、日本語能力を測定し、認定す

ることを目的としています。（日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、

より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる）

5,500円 7月、12月

1級
現在でも日本で最も受験者数の多い英語検定である。1級取得者は通訳案

内士試験での英語筆記試験が免除される。また、日本国外留学の際の英語

力証明のために使用できる場合もある。

9,500円 1月、6月、10月

準1級
現在でも日本で最も受験者数の多い英語検定である。また、日本国外留学の

際の英語力証明のために使用できる場合もある。
7,600円 1月、6月、10月

2級
現在でも日本で最も受験者数の多い英語検定である。また、日本国外留学の

際の英語力証明のために使用できる場合もある。
6,500円 1月、6月、10月

宅地建物取引士 宅地建物取引士

土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関す

ること。

土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

宅地及び建物の価格の評定に関すること。

宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

7,000円 10月

マンション管理士 マンション管理士

マンショ ン管理士は、専門知識をもってマンショ ン管理組合の運営、大規模

修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンショ ンの維持・管理に

関して、管理組合の管理者等又はマンショ ンの区分所有者などの相談に応

じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。

9,400円 11月

管理業務主任者 管理業務主任者

管理業務主任者は、現行のマンショ ンの管理の適正化の推進に関する法

律制定に伴いマンショ ンの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告

を行うために設けられた国家資格のひとつであり、マンショ ン管理業（以下

管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ）を営む際に設置が義務付

けられる。従って管理業務主任者はマンショ ン管理業務上、その諸問題に

精通していなければならない。

8,900円 12月

クリエイティ

ブ

ウェブデザイン技能検定
5月、9月、12月、

2月

アドビアソシエイト

HTML5プロフェッショナル

認定資格

9月

日本語能力試験

実用英語技能検定

建築

語学

翻訳技能検定 JTA公認翻訳専門職資格試験

複雑な価格設計の

為、HPで確認くださ

い。

http://www.jta-

net.or.jp/about_pro_

exam.html


