お申込み手続きの流れ
初めに、ご希望の申込み内容をお選びください。
Ａ．3 級書道技術師認定講座への申込みを希望される方は P.1 へ
Ｂ．会員申込みのみを希望される方は P.2 へ
Ｃ．認定試験への申込みを希望される方は P.3 へ(講座受講者は必要ありません)

Ａ．3 級書道技術師認定講座への申込みを希望される方
申込み登録をする
同封の申込み用紙もしくは HP から申込み用紙をダ
ウンロードし必要事項(住所、氏名、生年月日、連
絡先)をご記入のうえ、送付先へ FAX または郵送し
てください。
ダウンロード先
http://jactc.co.jp
●同時に会員になられる方は協会会員申込み欄の

「はい」を選び○をしてください。

講座受講料を入金する
講座受講料を振込先へお振込ください。お支払い方
法は、一括または分割をお選び頂けます。
●分割支払いをご利用の方は初回の料金を振込先
へお振込ください。2 回目以降は預金口座振替と
させていただきます。
●料金については P.5 講座受講料を参照ください。

教材が届く
ご入金確認後、講座教材(テキスト、書道道具一式、
認定協会指定の半紙)をお届け致します。
●分割支払いをご利用の方には、「預金口座振替依
頼書」（専用用紙）も合わせてお届け致します。
預金口座振替の利用方法は P.6 預金口座振替の手
続きを参照ください。
●講座詳細については P.8 講座概要を参照くださ
い。
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Ｂ．会員申込みのみを希望される方
申込み登録をする
同封の申込み用紙もしくは HP から申込み用紙をダ
ウンロードし必要事項(住所、氏名、生年月日、連
絡先)をご記入のうえ、送付先へ FAX または郵送し
てください。
ダウンロード先
http://jactc.co.jp

年会費を入金する
年会費を振込先へお振込ください。お支払い方法は、
は、一括のみとさせて頂きます。
2 年目以降は預金口座振替とさせて頂きます。
●料金については P.5 年会費料金を参照してくださ
い。

預金口座振替依頼書と会員カードが届く
会員カードおよび「預金口座振替依頼書」
（専用用紙）
をお届け致します。預金口座振替依頼書は、2 年目以
降の年会費の支払いに利用致します。

預金口座振替依頼書を送付する
預金口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、送
付先へ郵送してください。
●預金口座振替の利用方法は P.6 預金口座振替の手
続きについて参照ください。
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Ｃ．認定試験申込みを希望される方(講座受講者は必要ありません)

申込登録をする

※1

同封の申込み用紙もしくは HP から申込み用紙をダ
ウンロードし必要事項(住所、氏名、生年月日、連
絡先)をご記入のうえ、送付先へ FAX または郵送し
てください。
ダウンロード先
http://jactc.co.jp
●既に 3 級書道技術師認定講座にお申込みの方は
無料で 2 年間受験できるため申込み登録の必要は
ございません。

試験料を入金する

※2

試験料を振込先へお振込ください。お支払い方法は、
一括のみとさせて頂きます。
●料金については P.5 試験料金を参照ください。

試験課題が届く
試験課題と認定協会指定の試験用半紙をお届け致し
ます。
●試験詳細については P.8 試験概要を参照してくだ
さい。

※1 団体での受験に際しては、当協会までお問合わせください。
※2 既に 3 級書道技術師認定講座を受講しているもしくは、申込み済みの方は 1 年間認定試験を無料で

受験することができます。
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送付先
郵送をご利用の方は
〒558-0011
大阪府大阪市住吉区苅田 2 丁目 9 番 27 号 書道会館内
一般社団法人
日本書道技術師認定協会 宛
TEL：06-7500-3488
FAX をご利用の方は 06-6696-0023 まで送付してください。

振込先
銀行からのお振込み
銀行名
支店名
普通口座
口座名義

関西アーバン銀行
住吉支店
No.３８９５３３
一般社団法人 日本書道技術師認定協会
（イッパンシャダンホウジン ニホンショドウギジュツシニンテイキョウカイ）

ゆうちょ銀行からのお振込み
（郵便局からは同封の振込用紙を利用ください）
店名
店番
普通口座
口座名義

四〇八
４０８
No.４２９７８９１
一般社団法人 日本書道技術師認定協会
（シャ）ニホンショドウギジュツシニンテイキョウカイ

※同封の振込用紙以外の手数料はお客様のご負担となります。
入金金額についてはＰ５料金表にて間違いがないことをご確認ください。
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講

座

料

支払い

申込登録

金額

方法

3 級書道技術師認定講座

会員

一括

非会員

29,000 円(税込 31,320 円)

38,000 円(税込 41,040 円)

税込 11,320 円

税込 21,040 円

分割(初回)

※分割の場合は 2 回目以降 3,000 円 ⛯㎸ ×7 回払い（事務手数料、1,000 円 ⛯㎸ 含む）

試

験

(合計
63,000 円(分割手数料等含む))

料
金額

申込登録

会員

非会員

1 級書道技術師認定試験

5,000 円(税込 5,400 円)

2 級書道技術師認定試験

2,500 円(税込 2,700 円)

5,000円(税込5,400円)

3 級書道技術師認定試験

1,500 円(税込 1,620 円)

3,000円(税込3,240円)

※認定試験合格者は試験合格後、認定を受けて頂きますようお願い致します。

年

会

費

申込登録

金額
税込 12,000 円

会員登録
※2 年目以降は、預金口座振替になります。

※現在、会員ではない方は、講座申込みと会員入会を同時にされますと会員料金が適用されます。

認
認定
認定料(認定プレート進呈)

定

料
金額

会員

非会員

32,000 円(税込 34,560 円)

37,000 円(税込 39,960 円)

教室開設許可証発行料
発行証
教室開設許可証

金額
会員

非会員

1,000 円(税込 1,080 円)

※教室開設許可証は会員の方のみに発行致します。

（2011 年８月 1 日現在）
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預金口座振替の手続きについて
（専
会員申込みの方、3 級書道技術師認定講座分割の支払いの方(2 回目以降のお支払)に「預金口座振替依頼書」
用用紙）を送付させて頂きます。下記手順に従い、お手続きをお願いします。

■お手続き手順

預金口座振替依頼書に記入する
当認定協会からお渡しする「預金口座振替依頼書」
（専用用紙）の所定項目にご記入と押印（銀行届出
印）をしてください。
●記入例は別紙参照

認定協会に送付する
4 枚綴りの 1 枚目（お客様控）をご本人の控として
保管いただき、残り 3 枚を.送付先へ郵送してくださ
い。

書類到着の連絡
書類到着後、当協会から確認の連絡を致します。そ
の際、初回引落し予定日（開始日）をお伝え致しま
す。

・書道用品等のご購入のお支払いにもご利用頂けます。
・年会費は年一回、講座料金は月一回“ニッショギシ”“ｊａｃｔｃ”などの名義で引落しさせて頂きます。
・引落し日は、書類到着後にご連絡致します。
・引落し口座はご利用中の金融機関口座をご指定頂けます。※1
・万が一、「預金口座振替」により引き落としができなかった場合は、再度｢預金口座振替」は行いませので、
その場合は後日お送りする請求書にあります当認定協会指定口座までお振込み願います。
※1 一部指定頂けない金融機関がございます。詳しくは認定協会までお問い合わせください。

送付先

〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田 2 丁目 9 番 27 号 書道会館内
一般社団法人 日本書道技術師認定協会
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3 級書道技術師認定講座について
■講座開始から試験結果発表までの流れ

教材が届く
ご入金確認後、講座教材(テキスト、書道道具一式、
認定協会指定の半紙等)をお届け致します。

テキストに従い練習する
試験日までテキストに従い練習してください。

認定協会指定半紙に清書する
認定協会指定の試験用半紙に試験科目毎に清書して
ください。
●2 回目以降の受験の方で既に合格されている科目
については免除

認定協会に送付する
試験日までに試験課題(当日消印有効)を各１枚ずつ
と試験申込用紙を同封し送付先へ郵送してください。

合否判定
科目毎に合否判定をおこないます。

結果発表
結果発表は約 3 週間後、郵送にてお知らせ致します。
各課題を添削し結果発表とともにご返送致します。
惜しくも不合格になられた方は次の試験合格をめざ
し再度練習してください。
●HP からも確認できます。
http://jactc.co.jp
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講座概要
■講座内容
本講座は、3 級書道技術師認定試験の合格を目指すための通信講座です。1 年間の認定試験の課題添削
サポートと教材のテキストで書道の基本を学習していきます。
毛筆書道の基本、楷書の各部の書き方など書道の基本を習得する上で必要な揮毫技術(はね、はらい等)
を学ぶことができます。また、書道基本用語や書道用具の解説も掲載しておりますので、初心者の方か
ら現在書道教室を運営されている方まで、お使い頂ける充実したテキスト内容となっております。

■教材
・テキスト(書の基本講座教本)
・書道具一式
・認定協会指定の半紙、他
※半紙、筆などの書道用具は随時、協会にて購入ができます。
■特典
・3 級書道技術師認定試験料金を 1 年間免除
・試験課題への添削指導
■講座終了条件
・1 年以内に 3 級書道技術師認定試験に合格された方
・講座受講期限(1 年間)を満了された方

テキスト販売および書道用品販売について
多くの方のご要望にお応えし、3 級書道技術師認定講座テキストのみの販売も開始することになりまし
た。また書道道具や認定協会指定の半紙など、書道道具の常時販売もおこなっております。ご希望の方は
当協会までお問い合わせください。会員の方は割引がございます。

テキスト及び用品価格（参考）
・テキスト ·········· 3,980 円（ 税 込 ） ※テキストは会員限定の販売となります。
・大筆·············· 2, 円（税込） ～
・小筆················ 円（税込） ～
・試験用用紙 ·········· 80 円/100 枚（税込）
・墨················ 1,00 円 㸦⛯㎸㸧～
・硯··················  円 㸦⛯㎸㸧～
・下じき·············· 0 円㸦⛯㎸㸧 ～
※用品等をお送りする場合、送料等が必要になることがあります、詳しくは協会まで。
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認定試験について（講座受講 1 年を過ぎた方、認定試験のみの受験の方）
■試験受験から結果発表までの流れ

課題が届く
ご入金確認後、約 1 週間で試験課題、認定協会指定の
試験用半紙、試験申込用紙をお届け致します。

認定協会指定半紙に清書する
認定協会指定の試験用半紙に試験科目毎に清書して
ください。
●2 回目以降の受験の方で既に合格されている科目
については免除

認定協会に送付する
試験日までに試験課題(当日消印有効)を各１枚ずつと
試験申込用紙を同封し送付先へ郵送してください。

合否判断
科目毎に合否判定をおこないます。

結果発表
結果発表は約 3 週間後、郵送にてお知らせ致します。
惜しくも不合格になられた方は次の試験に向けて練
習し再チャレンジしてください。
●HP からも確認できます。
http://jactc.co.jp

送付先
〒558-0011

大阪府大阪市住吉区苅田 2 丁目 9 番 27 号 書道会館内

一般社団法人 日本書道技術師認定協会
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■試験概要
級

受験資格
2級書道技術師合格から
3年以上で会員であること

1級

特にその実力を当協会が認
めた者
制限なし

2級

制限なし

3級

試験科目

合格判定

・履歴書一通(奉書巻紙)

・書道技術師認定試
験の 3 級、2 級の審
査員の資格を有す
る。

・漢字四文字(半紙・楷書・行書・草書)
・漢字四文字(半紙創作作品、書体自由)
・漢字一文字(半紙創作作品、書体自由)
・かな一首(半紙・ちらし書き構成自由)
・実用書(半紙・手紙文行書)

すべての科目
に合格した者

・毛筆基本各部(半紙・楷書)
・漢字四文字(半紙・楷書)
・「永」一字書(半紙・楷書)
・実用書(半紙・楷書 行書)
・いろはがな(半紙)

すべての科目
に合格した者

会員ついて
(社)日本書道技術師認定協会では広く書道の振興の為、会員の募集を行っております。
現在、会員の方々には下記の会員特典がございます。
1. 書道技術師認定試験の試験料の割引
2. 毎年一回「書道奨励品」等を贈呈
3. 書道教室開設のご希望の方への支援協力
4. 認定試験用用紙、当協会指定の書道用具等を会員価格(会員割引)にて購入
(社)日本書道技術師認定協会の主宰するセミナー、研修会等への参加

6. 「日本書道技術師認定協会会員」の肩書きのご利用
7. 国内、海外芸術展などへの推挙

等々

お問合わせ先
お問合わせ
一般社団法人
ＴＥＬ

日本書道技術師認定協会

事務担当

まで

０６－７５００－３４８８

（月曜日～金曜日

ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００まで）

http://www.jactc.jp/
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・3級書道技術師認
定を受けている者は
楷書免除。
・当会員で認定を受
けた者は、当協会の
もと幼児～一般まで
の書道教室を開設す
ることができます。

※合格された科目は次回試験以降免除

5.

備考・特典

・当会員で認定を受
けた者は、当協会の
もと幼児～中学まで
の書道教室を開設す
ることができます。

