● 2021年6月までの検定スケジュール
検定回

第 7回

第 8回

第 9回

第10回

期間中24時間どこでも

申込期間

受験期間

（期間中は24時間受付しています）

（期間中は24時間受験可能です）

2020年

2020年

1 月 １ 日（水） ～ 2 月 21 日（金）

3 月 3 日（火） ～ 3 月 17 日（火）

2020年

2020年

4 月 1 日（水） ～ 5 月 22日 （金）

6 月 2 日（火） ～ 6 月 16 日（火）

2020年

2020年

7 月 8日（水） ～ 8 月 21 日（金）

9 月 1 日（火） ～ 9 月 15 日（火）

2020年

2020年

9 月 16 日（水）～ 10 月 23 日（金）

11 月 5日 （木） ～ 11 月 19 日（木
）

第11回

第12回

2021年

2021年

2 月 2 日（火）～ 2 月 22 日（月）

3 月 3 日（水） ～ 3 月 17 日（火）

2021年

2021年

4 月 1 日（木） ～ 5 月 21 日（金）

6 月 1 日（火） ～ 6 月 15 日（火）

＜ご注意＞

申込期間・受験期間ともに、初日は12：00開始、最終日は17：00終了です。
申し込み・問い合わせ

英語応対能力検定事務局
公式ホームページ https://otai-kentei.com/
ナビダイヤル

0570-024-011

（平日10:00～17:00）

英語応対能力検定は、
（株）旺文社、カシオ計算機（株）
、
（株）
毎日新聞社による合弁会社『（株）
学びＵＰコミュニケーションズ』が運営しています。

協賛企業・団体一覧
＜販売＞

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ 株式会社
株式会社 東映ホテルチェーン

株式会社 三越伊勢丹

株式会社 阪急交通社

株式会社 松屋

株式会社 ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル

株式会社 高島屋

＜飲食＞

株式会社 福屋

株式会社 ロッテリア

株式会社 岩田屋三越

キリンシティ 株式会社

J.フロント リテイリング 株式会社（株式会社 大丸松坂屋百貨店）

株式会社 グルメ杵屋

株式会社 博多大丸
株式会社 オンワードホールディングス
株式会社 サマンサタバサジャパンリミテッド
デサントジャパン 株式会社
株式会社 サザビーリーグ
株式会社 ビックカメラ

ラオックス 株式会社
株式会社 ノジマ
日本空港ビルデング 株式会社
株式会社 東京タワー
株式会社 サンリオ
株式会社 ＪＡＬ-ＤＦＳ

がんこフードサービス 株式会社
株式会社 ハブ
株式会社

ゼンショーホールディングス

元気寿司 株式会社
株式会社 人形町今半
株式会社 モンテローザ

＜語学＞
株式会社 レアジョブ
株式会社 アルク
全研本社 株式会社

＜人材育成・派遣＞

株式会社 シモジマ

株式会社

株式会社 ヴィクトリア

パーソルテンプスタッフ 株式会社

三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ

株式会社 セブン-イレブン・ジャパン

株式会社 ヒト・コミュニケーションズ

株式会社 ロフト

株式会社 ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン

株式会社 ヨックモック

株式会社 マイナビ
株式会社 コングレ

＜交通＞

＜警備＞

東京地下鉄 株式会社

セコム 株式会社

西日本鉄道 株式会社

株式会社 全日警

東武鉄道 株式会社

綜合警備保障 株式会社（ALSOK）

東京急行電鉄 株式会社

セントラル警備保障株式会社

京王電鉄 株式会社
九州旅客鉄道 株式会社
（ＪＲ九州）
近畿日本鉄道 株式会社
京成電鉄 株式会社
小田急箱根ホールディングス 株式会社
阪神電気鉄道 株式会社
東日本旅客鉄道 株式会社（ＪＲ東日本）
相模鉄道 株式会社
東海旅客鉄道 株式会社（ＪＲ東海）
大阪モノレールサービス 株式会社
すばる交通 株式会社
飛鳥交通 株式会社

第一交通産業 株式会社
宝交通 株式会社
株式会社 トヨタレンタリース名古屋

＜各種団体・その他＞
公益社団法人 京都市観光協会

公益社団法人 伊勢市観光協会
一般社団法人 札幌観光協会
一般社団法人 草津温泉観光協会
一般社団法人 野沢温泉観光協会
箱根湯本観光協会
道後温泉旅館協同組合
一般社団法人 有馬温泉観光協会
一般社団法人 小樽観光協会
ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟
株式会社 観光経済新聞社
一般社団法人 全国警備業協会
日本百貨店協会
一般社団法人 ジャパンショッピングツーリズム協会

＜宿泊・旅行＞

一般社団法人 全国外国語教育振興協会

藤田観光 株式会社

全国語学ビジネス観光教育協会
（観光英検センター）

藤田観光 株式会社 ホテル椿山荘東京

一般社団法人 東京外語会
（東京外国語大学同窓会）

株式会社 名鉄グランドホテル

熊本商工会議所

株式会社 ナゴヤキャッスル

黒門市場商店街振興組合

富士屋ホテル 株式会社

一般社団法人 北海道ハイヤー協会

株式会社 阪急阪神ホテルズ

一般社団法人 日本マナーＯＪＴインストラクター協会

株式会社 チョイスホテルズジャパン

一般社団法人

東京都江東産業連盟

一般財団法人 休暇村協会
＊敬称略・順不同

