


表紙デザイン
武田明子（第25回１級合格）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　〈注意事項〉
受験申込みに関して

　*現金書留や郵便為替証書による検定料の送金およびファックスによる

　　受験申込書の送信は受理できません。

  *納入された検定料の返金および、次回以降への繰り越しはできません

   （台風・地震・豪雨などの自然災害や感染症の流行など、不可抗力の

   事態により実施困難となった場合を含みます）。

　*お名前・ご住所の漢字について、電算処理上入力不可能な場合には、

    一般通用の漢字もしくは平仮名で表記いたします。

　*車いすでのご来場、トイレの心配のある方、またお体の不調などにより、

　　受験に際してのご心配がある場合には、事前に、受験サポートセンター

　　（TEL.03-5209-0553）までお問い合わせください。

  
検定受験に関して

　*受験に際しては、「受験票」と「筆記具（HBの鉛筆またはシャープペン

　　シル、消しゴム）」「腕時計(スマートウォッチは不可）」をご用意ください。

　*試験会場へは公共の交通機関を利用してご来場ください。

　*開始時刻までに着席ください。試験の説明を開始します。

　  リスニング試験が始まると入室できませんのでご注意ください。

　*携帯電話は電源を切り、バッグなどの中にしまってください。

　　携帯電話が鳴動した場合は退場・受験無効となります。

　*試験終了時刻までは他の受験者の迷惑になる場合がありますので

　　基本的に退室できません。

　　本要項の内容に変更が生じた場合は、ホームページに発表いたします。

　　　　第57回（2023年秋季）検定日程

検定試験日 ：  (一次）　　　　10月1日（日）
　　　　　　　　　　　　　（1、2級二次） 12月3日（日）
　　　　　　　　　　　　　　イタリア会場受験者の二次試験はオンラインで実施

申込受付期間 ：  7月7日（金）～8月9日（水）（消印有効）

　　　　　　　　　　　　　
＊書店、学校等の窓口受付は期間が異なる

　　　　　　　　　　　　　　　　ことがあります。（4頁参照）
　　　　　　　　　　　　　
受験票発送 ：  9月11日（月）頃の予定

受験票の未着問合せ期間：　9月15日（金）と9月19日（火）

      受験サポートセンター TEL.03-5209-0553

試験結果通知発送：11月下旬(1、2級受験者には12月末頃)



－　2　－

受
験
要
領

　　　　　
１、２級は総合点の約８割、準２～５級は７～６割５分程度で
す。ただし、１、２級はリスニング・筆記・作文、準２、３級はリ
スニング・作文を含む筆記、４、５級はリスニング・筆記(４、５
級は作文なし)の各分野でも一定の基準を越えている必要

があります。

合格された方には合格認定証（伊文）をお届けします。

合格証明書（日伊両文）を希望される方は、発行手数料1,000
円を下記のいずれかでお支払ください。

①イタリア語検定協会事務局（〒151-0053 東京都渋谷区
　　代々木1-30-15 S405）に郵便定額小為替を郵送。
②3頁の①または②の口座に振込。
写真貼付をご希望の方は、事務局にご一報の上、30×40mmの写
真をご郵送ください。また、送付先住所、氏名（ローマ字も）、生年
月日、受験番号をお知らせ願います。

受験資格

試験会場

単願
検定料

併願
検定料

合格基準

合格認定証

合格証明書

※納入された検定料の返金および、次回以降への繰り越しはできま
　 せん（台風・地震・豪雨などの自然災害や感染症の流行など、不可
　 抗力の事態により実施困難となった場合を含みます）。
※2つの級を別個に申し込んだ場合は併願割引の適用外となります。
　 事後の補正（返金）はいたしません。

6ページをご覧ください。受験票に地図が記載されます。
※原則として、受付締切後の受験地変更はできません。8月17日以降、
　 9月11日までの受験地変更は、1受験級について2,000円の手数料を
   お支払いいただきます。9月12日以降の受験地変更はお受けできませんの
   で、ご了承ください。

1級15,000円　2級12,000円　準2級9,000円
3級8,000円　 4級6,000円　  5級5,000円

           1+2級24,000円　2+準2級19,000円
　準2+3級16,000円　3+4級13,000円　4+5級10,000円

特になし。ただし、問題冊子やマークシートに印刷されてい
る日本語を理解できること。1級・2級の一次試験合格者は、
二次試験に不合格・欠席でも翌年に限り一次試験が免
除される。

級 開始時刻 終了時刻 解答時間 

1  級 13:15 15:30 120 分 

2  級 10:00 12:15 120 分 
準2級 13:15 15:30 120  分 

3  級 10:00 11:55  

4  級 13:15 14:50 
5  級 10:00 11:35   

※開始後、重要な注意事項を説明します。試験はリスニングより開始します。

   リスニングを開始すると入室は許されませんが、筆記から受験することは

    できます。また、体調を崩した場合や非常時を除き、試験終了時刻まで退

    出できません。

100  分 

 80  分 

 80  分 

試験級と試験時間

第57回検定試験要領
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          　受験申込み・受験票配付・結果通知
　　　　　　
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 申込方法 １　   検定協会ホームページからのウェブ申込み

  　　　URL https://www.iken.gr.jp
   ウェブ受付時間：　2023年7月7日正午～8月9日夜中0時前迄

　 ★イタリア会場受験はウェブ申込みを原則とします。
　　＊ウェブでのお申込みの場合の検定料決済方法は以下よりお選びいただけます。

      
　　　●クレジットカード

      ●コンビニ・ゆうちょATM
      ＊銀行のATMやネットバンキングを利用してのお支払いも可能。

  
       申込方法 ２      郵送申し込みの場合

   金融機関で検定料をお支払いの上、申込書受付期間内に
   出願書類：  ①「受験申込書」(10頁を切り取って使用。）　
　 　　　          ②「振込依頼書（払込受領証、ATM振込明細）写し」
   を添付の封筒に入れ、実用イタリア語検定受験サポートセンター
   にご郵送ください。
　　  〒101-0022  東京都 千代田区 神田練塀町3
                        　AKSビル　6階
 　　   (株)CBTソリューションズ内　
 　　  実用イタリア語検定受験サポートセンター
　　　　　　　　    　　  Tel. 03-5209-0553  E-mail: help@cbt-s.com
　　　 　　　　検定料払い込み及び申込書受付期間　
　　　        2023年7月7日（金）～8月9日（水）（消印有効）
 　　　　　上記受付期日を過ぎて郵送された受験申込書は受理できません。
 

振込先口座：次のいずれかにお振込みください。
①三菱UFJ銀行 高田馬場支店 普通口座 1864163
②ゆうちょ銀行から振込みの場合、記号10060 番号94342361
③ゆうちょ銀行 振替口座00110-7-94982（郵便局店頭の振込用紙使用）
④他銀行からゆうちょ銀行に送金の場合、〇〇八（ゼロゼロハチ） 
   9434236
   【口座名】特非）国際市民交流のためのイタリア語検定協会
   ＊振込用紙はお送りいたしません。

実施に際し、検定協会や受験サポートセンターから緊急時に限り電話でご連絡する
場合がありますので、次の電話番号を着信許可リストに予めご登録いただければ幸
いです。

       受験サポートセンター 03-5209-0553  検定協会事務局 03-3377-0345
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  申込方法 ３ 　  受付窓口（書店等）で払い込みの場合

出願書類：　
　 ①「受験申込書」(10頁）、②受付窓口で発行される「C票・窓口
     払込証明書」を添付の封筒で忘れずに郵送してください。

検定料納付受付期間 　　2023年7月7日（金）～8月9日（水）

 　
   

※受付機関により受付期間が異なる場合があります。

※書店の取扱店舗名および各窓口の住所、電話番号は７頁をご覧ください。

受験票配付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　   ①日本会場で受験の場合

　　 　受験票は9月11日（月）頃に発送の予定です。

　　　  *受験票未着問合せ期間：9月15日（金）および 9月19日（火）

          受験サポートセンター　TEL.03-5209-0553まで

　　 ②イタリア会場で受験の場合

　　    　5ページをご覧ください。

試験結果通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　11月中旬に、当協会ホームページで合格者の受験番号を発表し、

     11月下旬に、試験の正解とともに得点明細を記した結果通知を郵

　　送します。欠席した方には問題冊子と正解をお送りします。合格者

　　には合格認定証（伊文）を発行します。

書店 (受付時間は、各店営業時間内)

　丸善・有隣堂・MARUZEN＆ジュンク堂（取扱店舗名は7頁参照）

　丸善大学内売店  神田外語大学、京都外国語大学

　立命館大学内生協

   紀伊国屋書店大学内売店  京都産業大学

　西南学院大学内生協

学校  (夏休みがありますので、各校にお問い合わせください。7頁参照）

  EAインターナショナルランゲージセンター（横浜）

  語楽塾リトルヨーロッパ（大船・横浜）

      ◆伊検存続のためのご賛助のお願い◆
感染症による運営危機を乗り越え、実用イタリア語検定を存続
させるために、当NPO法人は検定事業にご賛同いただける皆さ
まに、ご賛助（ご寄付）をお願いしております。
詳しくは当検定の公式サイトをご覧いただき、どうか温かいご
支援を賜りますよう、お願いいたします。
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申込方法

イタリア会場で受験を希望される方は基本的にWeb申込をご利用ください。

受験票や結果通知などもマイページからダウンロードできます。初めてWeb

申込をご利用される方は、まずID、パスワードを登録してください。以前登録

いただいたID、パスワードでマイページを開いてもお申込みいただけます。

以前登録したID、パスワードをお忘れの場合は、新たにご登録ください。

海外在住で、なんらかの事情でWeb申し込みができない方は、日本国内の

代理人が受験者本人の名義で「窓口受付」あるいは「郵送申込」により申し

込みを行ってください。

受験票配付 

Web申込された場合は、マイページからダウンロードし、印刷して試験当日、

会場に持参してください。

ご本人や代理人が日本国内で「窓口受付」あるいは「郵送申込」により申し

込みを行った場合は、受験票はミラノあるいはローマの試験会場に一括して

送付しますので、試験当日の試験開始前に受験会場で担当者より受け取っ

ていただけます。その際、受験者本人であることを証明できるもの（パスポー

ト、学生証等）を呈示してください。

試験結果通知配布

Web申込された方は、ご登録いただいたIDとパスワードでマイページを開

き、結果通知を閲覧・印刷してください。2023年11月下旬から1か月間閲覧し

ていただけます。ID・パスワードをお忘れになった方は検定協会までお問い

合わせください（info@iken.gr.jp）。

マイページからは正解表と問題冊子などもダウンロードしていただけます。

合格認定証はダウンロードできません。合格認定証（伊文）は向う1年間はイ

タリア語検定協会でお預かりしており、国内住所あてにお送りすることが可能

です。ご希望の方はイタリア語検定協会までお問い合わせください。

ご本人や代理人が日本国内で「窓口受付」あるいは「郵送申込」により申し

込みを行った場合は、ご登録いただいた国内の住所に結果通知などを郵送

いたします。

二次面接試験

イタリア会場で受験し、1級2級の一次試験に合格した方の二次面接試験

は、日本国内会場での受験を希望する方を除き、オンライン(Zoom)で実施し

ます。Zoomをご利用いただく環境をご用意ください。招待リンクや開始時刻

などは試験日の1週間ほど前にお知らせします。

※イタリア会場で受験の場合、以下の点にご注意ください。

１． 受験票や結果通知などを日本国外の住所へ送付することはありません。

２． イタリア会場受験者の受験票や結果通知はWebのマイページから所定の

　　期間、ダウンロードしていただけます。

３． 試験結果通知を日本国内宛に郵送を希望される場合、受験申込時に

　　「☑イタリア受験者で日本の住所に送付希望」に必ずチェックをしてくださ

　　い。　その場合、日本国内の送付先住所を申込み画面でご登録ください。

　　（ウェブ申込みで海外の住所を登録することはできません）
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イタリア会場
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日本国内会場（予定）　

・1次試験

  札幌 かでる2.7北海道立道民活動センター  札幌市中央区北2条西7丁目

     仙台 戦災復興記念館　仙台市青葉区大町2-12-1

     新潟 新潟市万代市民会館  新潟市中央区東万代町9番1号

     東京 東京富士大学  新宿区下落合1丁目ほか

 （会場の校舎は複数となります）

     横浜 ビジョンセンター横浜　横浜市西区北幸2-5-15 プレミア横浜西口ビル3F

     金沢 北國新聞会館  金沢市南町2-1

     名古屋 名古屋国際会議場1号館3階  名古屋市熱田区熱田西町1番1号

     京都 京都リサーチパーク（東地区1号館4階）

 京都市下京区中堂寺南町134

     大阪 エル・おおさか（大阪府立労働センター）大阪市中央区北浜東3-14

     岡山 岡山大学津島キャンパス内  文化科学系総合研究棟（放送大学）

              北区津島中3丁目1-1

     広島 アートリンガル外語学院広島本校

 広島市中区幟町14-14 広島教販ビル3階

     福岡 福岡県中小企業振興センター  福岡市博多区吉塚本町9-15

     宮崎 未定

     那覇 イタリアンカルチャー倶楽部  那覇市松川279-2 3階

・2次試験(予定)
     東京    DILA国際語学アカデミー（四ツ谷）

     大阪    コンベンションルームAP大阪（淀屋橋）

     イタリアでの一次試験受験者は、日本国内会場での受験を希望する方を除き、

     オンライン(Zoom)での実施となります。

   ※会場側の都合や抽選結果などにより、会場が変更になる場合があります。
     正式には受験票に表示されます。ホームページにはアップデートに掲載します。
   ※階段のみの会場もあります。足のご不自由な方は、事前にお早めに
     ご相談ください。

イタリア会場

　　＊イタリア会場は保安上の理由から、住所と地図、詳しいアクセス方法は
　　　　ここに掲載いたしません。受験票に掲載いたします。

◇ミラノ日本人学校 Scuola Giapponese di Milano
　地下鉄Bande Nere駅から徒歩約10分

◇ローマ日本人学校 Scuola Giapponese di Roma
　トレニタリアMagliana駅から徒歩約20分。または同駅からバスで約10分

＊ローマ会場は上履きをご持参ください。
＊各学校への電話でのお問い合わせはなるべくご遠慮ください。
＊日曜日は電車・バスなどの本数が大幅に減りますので、お時間に十分余裕を
　持ってお越しください。
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■書店　（大学内売店は4頁をご覧ください。）　　　
　MARUZEN & ジュンク堂札幌店　(札幌市中央区南1条西1-8-2　　
 丸井今井南館Ｂ2）　TEL.011-223-1911　　
　丸善仙台アエル店　（仙台市青葉区中央1-3-1）　
    TEL.022-264-0151　　仙台駅西口5分
  ジュンク堂書店池袋本店（東京都豊島区南池袋2-15-5）
　　　　　　TEL.03-5956-6111　　 池袋駅東口より徒歩約5分
　丸善丸の内本店　（東京都千代田区丸の内1-6-4）
  TEL.03-5288-8881　　東京駅丸の内中央口すぐ
　丸善日本橋店　（東京都中央区日本橋2-3-10）　
   TEL.03-6214-2001　　地下鉄日本橋駅すぐ
　丸善お茶の水店　（東京都千代田区神田駿河台2-8）　
   TEL.03-3295-5581　　JRお茶の水駅前
　丸善津田沼店　（千葉県習志野市谷津7-7-1）　
   TEL.047-470-8311　　JR津田沼駅南口すぐ
　有隣堂本店　（横浜市中区伊勢佐木町1-4-1）　
    TEL.045-261-1231　　JR関内駅北口5分
　丸善名古屋本店 （名古屋市中区栄3-8-14）　
　　　　　　TEL.052-238-0320　　地下鉄栄駅8番口より5分　　　　　
　ジュンク堂書店名古屋栄店　（名古屋市中区新栄町1-1）　
   TEL.052-212-5360　　地下鉄東山線・名城線栄駅5分
　丸善八尾アリオ店　（大阪府八尾市光町2-3　アリオ八尾3F）　
   TEL.072-990-0291　　近鉄大阪線近鉄八尾駅5分
　MARUZEN & ジュンク堂梅田店　（大阪市北区茶屋町7-20 chaska茶屋町B1～7階）　　
             TEL.06-6292-7383　  阪急梅田駅5分　ＪＲ大阪駅10分
　丸善岡山シンフォニーﾋﾞﾙ店　（岡山市北区表町1-5-1）　
   TEL.086-233-4640　　路面電車城下駅すぐ
　MARUZEN博多店　（福岡市博多区博多駅中央街1-1　JR博多シティ8F）　
   TEL.092-413-5401　　ＪＲ博多駅直結

■イタリア語学校
　EAインターナショナルランゲージセンター（横浜市西区平沼1-40-9 
            パークハイツ横浜1011号）　TEL.045-513-8238　横浜駅南西口7分
  語楽塾リトルヨーロッパ（鎌倉市小袋谷1-1-6 三美ビル3階）　
            TEL.050-8885-6393

   ◆2024年春季第58回はIBTでの開催◆

2024年春季第58回はIBT(Internet Based Testing)方式で実
施する予定です。IBT方式とは、パソコンを使って自宅などか
ら任意の受験する方式です。インターネットと端末の環境さえ
整えば、世界中どこからでも受験できます。
また、試験の実施日程に1週間の期間が設けられているので、
これまで、遠方にお住まいのために受験できなかった方など
も、試験を受けやすい仕組みになっています。
詳しくは、当検定の公式サイトをご確認ください。
                       https://www.iken.gr.jp/
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イタリア語検定協会では、e-ラーニング・システムやコンビニでのプリ
ント・サービスで過去問題の翻訳や解説を配信しております。過去
問のサンプルもHPで無料で配布しています。ぜひ日頃の学習にお
役立てください。コンテンツは順次追加しております。詳しくはホーム
ページの「学習ツール」のページをご覧ください。

　　　　　　　一次試験
　　　　　　　　  リスニング（約30分）および筆記
 　　　 1・2・準2・3級の筆記試験には記述問題が含まれます。
 　　　 1・2級は秋のみの実施。                   
　　　 　　　二次試験
　　　　　　　　  1級及び2級の一次試験合格者のみ実施。
 　　　 2名の面接委員による口頭試問。（約15分）

　　　　　　　

  　　　

試験
内容

イタリア語の基本的文法について総合的な知識を
持ち、日常生活全般に必要なイタリア語を理解し、表
現することができる。日常的な範囲の会話やテレビ・
ラジオの内容を聞き取り、一般的な文章を読み、さま
ざまな出来事・状況・自分の意見を書くことができる
能力が要求される。

日常生活に必要な基本的なイタリア語を理解し、表
現することができる。大学専門課程2年修了程度。日
常的な範囲の紹介・伝言・簡単な電話・手紙などの基
本的な表現ができる能力が要求される。

平易なイタリア語を聴き・話し・読み・書くことができ
る。自己紹介・簡単な道案内・買い物・バールでの簡単
な注文などの平易なコミュニケーションができる能
力が要求される。

初歩的なイタリア語を理解することができる。初歩的
な挨拶・紹介・質問への返答などができる能力が要
求される。

1級

2級

4級

5級

3級

準2級

広く社会生活に必要なイタリア語を十分に理解し、
かつ自分の意思を的確に表現できる。
4年制大学のイタリア語専門課程卒業程度以上の学
力を備え、新聞・雑誌などを読み、ニュース放送や映
画などを聴き、要約できるイタリア語の能力と知識が
要求される。
※1級合格者は全国通訳案内士試験 筆記試験語学
科目が免除される。

日常生活や業務上必要なイタリア語を理解し、一般
的なイタリア語を読み・書き・聴き・話すことができる。
4年制大学のイタリア語専門課程卒業程度の学力を
備え、一般的な説明・報告・通訳がある程度できる能
力が要求される。
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　　イタリア文化会館東京
　　〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 　
　 　TEL.03-3264-6011　
　　北海道日伊協会
　　〒060-0042　札幌市中央区大通西14丁目3番地みふじビル 
　　 TEL.090-1306-1974
　　仙台日伊協会
  　〒983-0821　仙台市宮城野区岩切洞ノ口東36-12（三野宮様方）
　　アートリンガル外語学院新潟校
　　〒950-0087　新潟市中央区東大通2-3-23　道頓堀ビル2F
　　TEL.025-248-1154
　　(公財）日伊協会　
  　〒107-0052　東京都港区赤坂7-2-17　赤坂中央マンション208　
   　TEL.03-3402-1632
　　石川県日伊協会
  　〒920-0961　金沢市南町2-1　北國新聞社事業局内
　 　TEL.076-260-3581　
　　名古屋日伊協会
  　〒460-0007　名古屋市中区新栄1-2-8　中部日本放送内　
   　TEL.052-241-8111（内2456）
　　名古屋日伊学院
　　〒461-0001　名古屋市東区泉1-14-3　HASEGAWAビル5F
　　TEL.052-963-8400　
　　（公財）日本イタリア会館
 　 （京都）〒606-8302　京都市左京区吉田牛の宮町4　
 　  TEL.075-761-4356　
 　 （大阪）〒530-0001　大阪市北区梅田1-11-4　大阪駅前第4ビル８F　
 　  TEL.06-6344-5509
　　大阪日伊学院
　　〒531-0071　大阪市北区中津1-17-26　中津グランドビル3F
　　TEL.06-6372-7386　
　　岡山日伊協会
 　 〒701-1152　岡山市北区津高1507-123（臼杵様方）　
  　 TEL.086-254-0819
　　アートリンガル外語学院広島本校
　　〒730-0016　広島市中区幟町14-14　広島教販ビル3F　  
　　福岡日伊協会
  　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-3-6　
　　西日本シティ銀行広報文化部内　
　　TEL.092-476-2153
　　宮崎日伊協会
  　〒885-0081　宮崎県都城市鷹尾5-1-5-214（森様方）
　　TEL.0986-25-3939
　　イタリアンカルチャー倶楽部
  　〒902-0062　沖縄県那覇市松川279-2　3階
  　 TEL.098-911-3113

※各協会の活動（講座、講演会など）については直接お問合わせください。
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第57回実用イタリア語検定試験　受験申込書　
（2023年10月1日実施）

国内およびイタリア受験共通 （本ページを切り取ってご使用ください。）

　　　a.　受験級（希望する受験級を○で囲んでください。）
　 　　　 　 
　           

単 願　　　 1級　　　 2級　　 　準2級　　 　 3級　　　 4級　　　 5級

　           併 願  　   1+2級　　    2+準2級　    準2+3級 　　　3+4級      　4+5級　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　b.　一次試験地（希望する試験地名を○で囲んでください。）

 　　　　　

　　　　　　

            

         1、2級の二次試験地（希望する試験地名を○で囲んでください。）

　　　　　                        東京       　　           大阪　　     

　　　　　1、2級の一次免除者(55回受験番号）
 
　　　

　　　　
　　　　　　

　　　　
         
　　　　
　　　　　　　　　　　

 

　　
            

　　　　　　
　　　　　

※ウェブ申込み以外の方は、本「受験申込書」と、次のいずれかを
　 必ず同封し、添付の封筒で郵送してください。
  

    １．書店・語学学校等の受付窓口での申込みの場合、窓口で発行
        される 「C票・窓口払込み証明書」
    ２．金融機関で振込の場合、「お振込みご明細書」の写し
　　

切り取り線

□　イタリア受験者で 結果通知を日本の住所に送付希望

日本の
住所

  札幌 　　  仙台　　  新潟　　 東京　　 横浜　　 金沢

　名古屋　　 京都　　 大阪　　 岡山　　 広島　　 福岡

  宮崎　　　　那覇　　 ローマ　 ミラノ

  ※受付締切後の受験地変更はご遠慮ください。

E-mail

国内に住所をお持ちでない方は、未記入で結構です。          

  　　　

〒　　　－　　　　　　TEL.　　　　（　　　　　　）

（男　・　女) 　　　　　　　姓　　　　　　　　　　　　　　　　　名

ローマ字

生年月日　　西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日

ふりがな

氏　名

　   受付窓口： □書店 (       )　□学校  (               )　□郵送    

　  振  込  先： □ゆうちょ振替口座  □ゆうちょ銀行　□三菱UFJ銀行  

d.　検定料納入日：　2023年    月　　日

c.　氏名・連絡先など。住所は部屋番号まで書いてください。

イタリア会場受験者はオンライン（Zoom）で実施します。



 ふりがな

お名前   

ご住所  〒　　　－　　　　　　　TEL.　　　（　　　　　　　） 

　

２．検定協会のホームページ　https://www.iken.gr.jp　から

   インターネットで注文いただけます。

全問訳＋解説・リスニング問題文＋CD＋音源DL

発売元： 丸善出版株式会社

音源DLページに記載されている“QRコード”は
      (株)デンソーウェーブの登録商標です。

実用イタリア語検定問題集紹介/申込書

    『実用イタリア語検定』問題集は、全国の主要書店で取り扱っています。

　　*宅配での購入をご希望の際は、以下のいずれかの方法にて、丸善出版

　　　株式会社へお申し込みください。

　　発注方法

　　　１.ご希望の問題集の□にチェックを入れ、このページをコピーして郵便

　　　　 または FAXにてご注文ください。

         送付先：　〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-17
　 　　　　   　　　　　　　神田神保町ビル6F
 　　　　丸善出版株式会社　営業部　業務第１グループ
　　　　 　　　　　　FAX番号： 03-3512-3270　
　　　*代金は送料と合わせ、問題集お届けの際に着払い（代引）となります。

　　　*送料：全国一律800円（税抜）、宅配便の代引手数料込み

　　　※離島および一部地域により、代引き決済できないこともあります。

　　　

＜既刊＞

□『実用イタリア語検定 2022（1級･2級･準2級）』 定価3,300円税10%

- 2021年秋季（1級･2級･準2級）・2022年春季 （準2級）実施分-

□『実用イタリア語検定 2022（3級･4級･5級）』 定価3,300円税10%

- 2021年秋季（3級･4級･5級）・2022年春季（3級･4級･5級）実施分-

＜新刊＞2023年8月発行予定

□『実用イタリア語検定 2023（1級･2級･準2級）』 定価3,300円税10%

- 2022年秋季（1級･2級･準2級）・2023年春季 （準2級）実施分-

□『実用イタリア語検定 2023（3級･4級･5級）』 定価3,300円税10%

- 2022年秋季（3級･4級･5級）・2023年春季（3級･4級･5級）実施分-
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