2022 年度

J.S.A. SAKE DIPLOMA認定試験

募集要項
Web出願用

申込締切：2022年7月15日㈮18時まで

※この募集要項は結果発表が終了するまでお手元にお持ちください。
受験番号

氏

名

JAPAN Sommelier Association

一般社団法人日 本 ソ ム リ エ 協 会

https://www.sommelier.jp

「日本酒・焼酎の奥深さを伝える人に」
皆様にはますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
当協会では1969年の発足以来、わが国におけるソムリエをはじめ酒類・飲料に携わる人々の資質
向上と飲料に関する知識の普及、サービス技術の向上、飲食を提供する環境の衛生的確保などに
関する事業を行い、
これらの事業を通じて、人々に食文化の向上および豊な食生活を提供し、食文化
に携わる人々の社会的な向上をはかり、広く社会へ貢献することを目的として活動して参りました。
そのような中、我々の伝統的な食文化である和食と日本酒・焼酎を取り巻く環境は大きな変化を
迎えています。今後日本酒・焼酎の果たす役割が重要な位置を占めることは疑いようがありません。
このような現状を踏まえ、当協会は、
ソムリエをはじめとした皆さまが日本酒・焼酎に関する知識を
深め、技量を向上させることが、
日本の食文化のより一層の普及と向上に繋がるものと考えて、
日本
酒・焼酎に特化した
「J.S.A.SAKE DIPLOMA認定試験」
を実施いたします。
現在日本酒・焼酎や和食に携わっておられる方、
ワイン・飲料の知識・経験がありこれから日本酒・
焼酎を勉強しようとする方々に最適な資格であると考えます。
多くの方々に日本酒・焼酎の奥深さを伝えていただくため、奮って受験くださるようお願い申しあげ
ます。
2022年3月
一般社団法人日本ソムリエ協会
会長

目 次
会長挨拶・目次 ...................................................................................... 1
受験要項（受験資格、会場、受験料）／免除制度 ....................... 2〜3
申込方法 ................................................................................................ 4
入会のご案内 ........................................................................................ 5
送付物／試験当日の持ち物／スケジュール／合格した方 ...... 6〜7
................................................

8

...........................................................

9

処分基準／不正行為／感染症対策
認定バッジの取扱いについて

−1−

田崎 真也

受験要項
▪

受験資格

• 基準日
（2022年8月31日時点）
において満20歳以上の方
• 国籍、職種、経験は不問（海外に居住する場合も、
日本国内に書類送付先があることが条件となります。）
• SAKE DIPLOMA資格を保有していない方（出願が判明した場合、受験をお断りさせていただきます。）
▪

開催日程
開催日

第一次試験

2022年

第二次試験

2022年

※CBT方式

受験票発送

7月20日㈬〜
8月31日㈬

通過者・合格者発表

受験票はありません
※指定された身分証明書を持参してください。

試験終了後、画面上で発表

2022年9月下旬頃発送

10月18日㈫

試験日に発表日を通知

※二次試験受験対象者のみ

※ C B T方式：コンピューターを利用して解答する学力試験。受験者はパソコンに表示された試験問題に対して、
マウスや
キーボードを用いて解答します。事前に各自受験日時・会場の予約が必要です。

■ 出願方法

2022年

出願期間

3 月 1 日㈫ 10時 〜 7 月 15 日㈮ 18時まで

※ 出願日
（3/1〜5/31 or 6/1〜7/15）によりCBT試験の会場予約開始時期が異なります。

Ｗeb出願

を必ずお読みいただき、手順に沿って入力・支払い手続きを進めてください。
「募集要項」
同時入会手続きも可能です。
締め切りを過ぎてからの出願・受験料のお支払いはできません。
※ 2022年度免除権利がある方も出願手続きが必要です。

※ 免除権利を適用する場合、直近で受験した年度の受験番号が必要です。
※ 同一呼称を重複して受験することはできません。

▪

出願受付締切・会場予約開始

※会場予約を行わなかった場合、一次試験の受験ができません。

❶ 2022年5月31日㈫ までに出願完了の方

➡

6月15日㈬10:00 より会場予約開始

❷ 2022年7月15日㈮ 18:00 までに出願完了の方 ➡

7月29日㈮10:00 より会場予約開始

※ 会場予約は出願内容に不備がなく、受験料のお支払い完了済みの方に限ります。
3月

❶

4月

5月

6月

7月

3/1〜5/31までの出願

❷

8月

6/15〜8/28まで会場予約可能
6/1〜7/15までの出願

7/29〜8/28まで
会場予約可能

※ 試験会場の情報は随時更新されます。
ご希望の日時や会場に空きがない場合でも、日々状況は変化いたしますので
ご確認をお願いいたします。
また、会場変更は受験希望日3日前までご自身で変更することができます。
日時・会場確定後

（2日前〜当日）に変更、キャンセルをすることはできません。
▪

会場

※二次試験の会場名は受験票に記載いたします。
また7月中に当協会Webサイトで発表いたします。

第一次試験

第二次試験

全国47都道府県内に指定された会場（約330会場）

札幌・盛岡・仙台・東京・長野・金沢・名古屋・京都
大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島・那覇

※居住の都道府県での受験をお約束するものではありません。

※エクセレンス呼称と併願される場合は「東京」
を選択してください。
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▪

受験料 ※クレジットカード・コンビニエンスストア・ATM（ペイジー）よりご選択ください。

※ 一次試験はお１人様２回まで受験が可能です。出願時に受験回数を決め、該当する受験料をお支払いください。

後から受験回数の変更、追加をすることはできません。1回目の受験で合格されても2回目の受験料の返金はありません。

※ 今回の受験と同時に当協会へご入会いただける場合には、
入会金が半額となり、受験料も会員価格でお申込みが可能です。
※ 最終合格者は、合格後、別途「認定登録料20,950円（うち消費税額等1,905円）」
をお納めいただきます。

▼ 一次試験から受験される方（1名様料金・教本代込み） ※二次試験の受験料も含む
税込金額（うち消費税額等）

受験回数

一次試験

同時入会の場合
入会＋受験合算

会員

一般

1回受験

20,380円（1,852円）

29,600円（2,691円）

2回受験

25,220円（2,292円）

34,440円（3,131円）

※試験と同時に入会される方は、P5を参照してください。

3月入会

4月入会

5月入会

6月入会

7月入会

1回

37,880円

36,630円

35,380円

34,130円

32,880円

2回

42,720円

41,470円

40,220円

38,970円

37,720円

※ 一次試験から受験される方全員にJ.S.A. SAKE DIPLOMA教本【Second Edition/初版（2020年度発刊）】
（Book
版および電子版）
を配布いたします。

▼ 二次試験から受験される方（1名様料金）
会員

税込金額（うち消費税額等）

7,300円（663円）

同時入会の場合
入会＋受験合算

一般

3月入会
24,800円

14,210円（1,291円）

※試験と同時に入会される方は、P5を参照してください。

4月入会
23,550円

5月入会
22,300円

6月入会
21,050円

7月入会
19,800円

※ 二次試験から受験される方（免除対象者）にはJ.S.A. SAKE DIPLOMA教本は付いておりません。教本がご入用の場
合は、
当協会Webサイトよりお買い求めください。
《お支払いにあたっての注意事項》
※ 正会員の場合でも休会中の方、年会費を滞納されている方は、一般価格となります。
※ 基準日（2022年8月31日時点）において賛助会社に在籍の方は会員価格となります。各社ご担当者様へ「認証
α ード」を通知しておりますので、各自ご確認いただき、｢賛助会員認証コード｣欄へ入力してください。
入力なき
場合、会員価格が適用されません。事後申請による差額返金はいたしかねます。
※ 賛助会員に限り、会社一括支払いを受付いたします。各社ご担当者様には、出願前に対象となる
「受験者一覧」
をご提
出いただきます。追って
「会社一括申込番号」
を通知いたしますので、受験される方へご周知をお願いいたします。
※ 一度お支払いされた料金は返金いたしかねますので、金額をお確かめの上間違いのないようご入金ください。
また次年度への振替・繰り越しはできません。
※ 支払い方法の変更はできません ( クレジット⇔コンビニ・ペイジーは不可) 。 どうしても支払い方法の変更を希望さ
れる場合は、１回目の出願を取り消し、再度最初から出願し直してください(出願受付期限内に限る)。
※ 支払いには期限があります。必ず期限内にお支払いをお願いいたします。支払期限を過ぎますと出願が取り消
され、最初から出願し直す必要がございます。

認定試験免除制度について
《2019年度に受験された方》
同一呼称に限り、翌3年間一次試験免除で受験いただけます。2022年度は2019年度に一次試験の免除権利を得た方が
対象となります。

《2020年度以降に受験された方》
同一呼称に限り、翌5年間のうち3回まで一次試験免除で受験いただけます。2022年度は2020・2021年度に一次試験の
免除権利を得た方が対象となります。
第一次試験 通過

第二次試験 不合格

翌5年間のうち3回まで

第一次試験 免除

※ 免除権利を適用する場合、直近で受験した年度の受験番号が必要です。
※ 免除権利がある場合、
その権利を行使することが必須となります
（一次試験の免除権利を有する方は、一次試験の受験は
できません）。
※免除制度につきましては変更となる場合がございます。

認定試験の流れ
第一次試験：CBT

通過

第二次試験：テイスティング
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通過

合格

申込方法

※出願時に発番される「整理番号」を必ずお控えください。

出願前に必ずP2の受験資格を確認してください。
①インターネット出願ガイダンスを必読

受験者

一次から受験
免除対象者

（一社）
日本ソムリエ協会

トップページ ➡ 受験要項【SAKE DIPLOMA】➡ 申込手順
［一次試験から受験される方］
【Web出願】受験申込
順次：教本発送
（必要に応じて正会員募集、
よくある質問をご確認ください。）
6/14または7/28：会場予約
［一般］メールアドレスを登録してください（必須）。
一次試験日時・会場を
ID・パスワードのメールを配信
［会員］会員サイトへログイン後、出願してください。
Web予約
受信したメールにある
「出願登録用U R L」
より出願手続きを行ってくだ
さい。
一次試験受験
※ メールアドレスをお持ちでない場合、
「 G m a i l」
などのフリーメールア
通過
ドレスを取得してください（フリーメールアドレスは受信にお時間が
二次試験受験
［二次試験を受験される方］
かかる場合があります）。
9月下旬：自宅宛てに受験票発送
合格認定
※ 受信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられる場合があります。
※合格後、別途認定登録料20,950円を
認定登録手続
お納めいただきます。
※ 携帯電話やスマートフォンでのメール受信において、受信設定をされ
ている場合、
メールが届かないことがあります。
「@sommelier.jp」
「cbt-s.com」
からのメールを受信できるようにしてください。
※ 申込後のメールが届かない場合、ホームページ「Q&A（認定試験・資格関連）」のQ6を参照してください。

② 受験者情報を入力
手順に沿って、
自宅・勤務先情報などを入力してください。
受験される呼称資格を選択し、一次試験(CBT試験)の受験回数、二次・三次試験の受験会場等を選択してください。
免除権利をお持ちの方は、直近の受験番号を確認の上、資格名を選択し受験番号等を入力してください。
賛助会員に在籍の方は、各社ご担当者様に
「認証コード」をご確認の上、必ず入力してください。
また会社一括いをご利用の場合、各社ご
担当者様より
「会社一括申込番号」
を入手し入力してください。
いずれも権利適用外となります。
※ 入力なき場合、
※ また、既に合格している資格を受験することはできません。
③ 今回の受験と同時に当協会へ入会される場合（任意）
今回の受験申込みと同時に当協会へ入会されますと、会員価格にて受験が可能となります。
をクリックし、
「 入会月」
を選択してください。
「会員情報」欄で【同時入会する方】
※ 会員特典につきましてはP5を参照してください。
※ 2022年4月1日時点で27歳以下の方は初年度のみ入会金・会費が無料となります
（過去にこの特典をご利用いただいていない方に限る）。
④ 身分証明書画像を準備
有効期限内の顔写真付き身分証明書を撮影し、
アップロードしてください。 ※画像撮影・アップロード見本参照
【添付できる身分証明書】下記いずれか1点

•運転免許証 •パスポート •マイナンバーカード
（写真のある表面のみ、裏面は不要） •住民基本台帳カード •外国人登録証明書
上記身分証明書をお持ちでない場合、顔写真1枚と下記いずれかの組み合せを1枚の画像に収めアップロードしてください。
•健康保険証＋社員証
•健康保険証＋年金手帳
•健康保険証＋マイナンバー通知（個人番号消しこみ）
※氏名変更がある場合、変更事項記載面も必要です。

•健康保険証＋住民票（マイナンバーなし、3カ月以内）
•健康保険証＋有効期限外の上記身分証明書

⑤受験料を決済
出願に引き続きお支払い決済画面に移ります。
クレジットカード、
コンビニ払い、ペイジー入金をご利用いただけます。
賛助会員に在籍の方は、受験料が会員価格となります。各社ご担当者様に
「認証コード」を確認し入力が必要です。
「 認証コード」の入
力がない場合、一般価格となります。事後申請による差額返金はいたしかねますので必ず確認してください。
会社一括支払いをご利用の場合、各社ご担当者様に
「会社一括申込番号」
を確認し入力が必要です。
27歳以下で入会を希望される方は、受験料（会員価格）
のみお支払い手続きを行ってください。
※ 一度お支払いいただいた料金は返金いたしかねますので、金額に間違いが無いようご注意ください。
※ 支払い方法を変更することはできません。
コンビニ・ペイジー入金からクレジットカードへ変更、
またはクレジットカードからコンビニ・ペ
イジー入金へ変更することはできません。
⑥申込受付締切：2022年 7月15日㈮ 18 時まで
※締切りを過ぎてからの出願・受験料のお支払いはできません。
お申込みに当たっての注意事項

・ 2022年度免除権利を保有の方も、
出願手続きが必要です。
・ 海外にお住まいの方は日本の連絡先住所にてお申込みください。教本、受験
票、弊会からの通知は国内住所のみへの発送となります。
・ 申込内容に不備がある場合はメールまたは電話でご連絡いたします。その
場合は速やかに修正の上、当協会まで連絡してください。不備が解消できる
まで教材のお届けができません。
・ お申込み後に自宅または勤務先が変わられた場合は、「申込確認」へログイ
ンし、修正してください。JSA会員の方は「会員サイト」にて修正可能です。
・ 詐称が発覚した場合、資格は調査の上変更および抹消される場合がありま
す。試験中、または終了後に不正行為が発覚した場合も同様とします。
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《個人情報の取り扱いについて》
申込者ご本人（受験者、当協会会員）が出願時に入力された個人情報
（氏名・生年月日・住所・電話番号（携帯電話含む）
・メールアドレス
等）は認定試験の運営（教材、受験票、合否通知等の送付、
ご本人からの
問合せの回答）
に使用いたします。法令で定める場合の他、
ご本人の承
認なしにほかの目的には使用いたしません。
ご本人が出願時に入力さ
れた個人情報は2024年12月末に廃棄させていただきます。
（ただ
し、認定試験合格者は有資格者として登録させていただくため、
当協会
文書規定により保管させていただきます。）
また、会員以外の受験され
た方で、
当協会より通達事項がある場合、
ご案内
（郵送またはE-mail）
を
差し上げる場合もございます。

（一社）
日本ソムリエ協会 正会員募集のお知らせ
今回の受験申込みと同時に当協会へ入会される方は

入会金 が 半額 となり 受験料 も 会員価格 でお申込みいただけます
※入会年の4月1日現在で27歳以下の方は初年度のみ入会金・会費が無料となります
■ 入会資格
資格の有無・業種にかかわらず、20歳以上の方ならどなたでも入会できます。

■ 会員特典
1. 日本および世界各国の酒類・飲料情報、
ソムリエ情報満載の機関誌「Sommelier」
（隔月刊）
の送付
2. 各支部の例会セミナーへの無料参加
3. 各種ご案内の送付（例会セミナー、認定試験、各種コンクール、各国大使館または賛助会社主催によるテイスティング
セミナーおよび試飲会等）
4. 資格保有者による全日本最優秀ソムリエコンクール、全日本J.S.A.ワインエキスパートコンクール、J.S.A. SAKE
DIPLOMAコンクールへの参加
5. 若手（27歳以下）
ソムリエ育成を目的としたJ.S.A.ソムリエ・スカラシップへの参加
6. International A.S.I. Sommelier Diploma認定試験の受験資格、
ワイン検定講師認定セミナーの受講資格（ワイ
ンエキスパート有資格者に限る）
7. 催事（分科会、懇親会等）
の参加費、認定試験の受験料、教材等を特別価格にてご提供
メールマガジンにて最新情報の配信
8. 会員サイトの閲覧・利用、

■ 入会金・会費（次年度以降は年会費15,000円となります）
入会金
会費

10,000円 ※認定試験申込みと同時入会の場合 5,000円
入会月により金額が異なります。
（3月：12,500円、4月：11,250円、5月：10,000円、6月：8,750円、7月：7,500円）
※入会年の4月1日現在で27歳以下の方は初年度のみ入会金・会費が無料となります
（過去にこの特典をご利
用いただいていない方に限ります）。
3月

4月

5月

6月

7月

1回受験

37,880円

36,630円

35,380円

34,130円

32,880円

2回受験

42,720円

41,470円

40,220円

38,970円

37,720円

［二次試験から］
24,800円
決済金額（入会金半額＋会費＋受験料）

23,550円

22,300円

21,050円

19,800円

入会月
［一次試験から］
決済金額（入会金半額＋会費＋受験料）

※上記金額は入会金と会費、受験料が含まれております。

■ 申込み方法
今回の受験にあたり同時に入会手続きをされる方は、入会金が半額となり受験料が会員価格でお申込みいただけます。
受験申込みと同時に入会の手続きを行ってください。受験料と入会に伴う費用（入会金5,000円＋会費）
を併せて
Web
出願の場合 決済いただきます。
※
「会社一括払い」
を適用される場合、在籍される会社に必ず確認してください。
「 会社一括申込番号」
を入力の上
お申し込みください。受験料と入会に伴う費用を併せて在籍される会社でお支払いいただきます。
※2022年4月1日時点で27歳以下の方は、初年度のみ入会金・会費が無料となります ( 過去にこの特典をご利用
いただいていない方に限る) 。 入会を希望される方は、｢正会員情報｣で｢同時入会する方｣｢入会月｣を選択し入
力を進めてください。最後に受験料( 会員価格) のみ決済いただきます。
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送付物
教本

受験申込書受理後

2週間前後で発送

※一次試験受験者のみ

書類受理後（出願内容に不備がなく、受験料のお支払い完了時点より）2週間前後で希望送付先（国内に
限る）へ“宅急便”にてお送りいたします。到着時に①教本②教材送付状③C B T試験のご案内④電子版教
本の閲覧方法が封入されているか、出願した呼称に間違いないか、必ず中身をご確認ください。不足の場合
には即時ご連絡ください。
※ 電子版でもご覧いただけます。
アクセス方法は④電子版教本の閲覧方法をご確認ください。
※ 二次試験から受験される方には
「SAKE DIPLOMA教本【Second Edition/初版】」
は付いておりませ
ん。教本がご入用の場合は、
当協会Webサイトよりお買い求めください。

※ 教本は2020年度に改訂されております。2019年度以前の教本をお持ちの方はご注意ください。
CBT試験
のご案内

教本と共に封入

一次試験受験者へ6月14日または7月28日に「受験会場予約のご案内」をメール配信します（I Dとパス

ワード計2通）。各自希望する日程で会場予約を行ってください。全国約330会場を予定していますが、必

ずしも居住地での受験をお約束するものではありません。予約可能な日時は会場により異なりますので、
居住地で日程が合わない場合には隣県まで広げて日程を確認してください。受験希望日の3日前までにご

自身で日時・会場の予約、変更、キャンセルが必要です。

会場予約を行わなかった場合、一次試験の受験ができません。

※詳しくは「CBT試験のご案内」
を必ずご確認ください。
受験票

【一次試験受験者】 受験票の郵送はありません
各自
「受験会場予約完了のお知らせ」
メールをご参照の上、指定された身分証明書をお持ちになり、試験開
始の5～30分前までに指定の会場へお越しください。
【二次試験受験者】 9月下旬頃発送
申込時にご入力いただいたご自宅宛へ“特定記録郵便”にて郵送いたします。

※ 万が一9月末日までに到着していない場合には当協会までお問い合わせください。連絡なき場合、追跡調
査の上、到着済とみなします。以降は有料での再発行となります。

結果通知

一次試験：一次試験の結果は、試験終了直後、パソコン画面に表示されます。結果を記載した「一次試験
合否証明書」
を必ず会場でお受け取りください。別途、結果通知の郵送はありません。

二次試験：二次試験の結果は、試験終了後、
ご自宅宛へ“特定記録郵便”にて郵送いたします。結果通知の
発送日は二次試験日当日にお知らせいたします。
※ 宅急便または特定記録郵便到着後不在票が入っていた場合、速やかに再配達の手配を行ってください。保管期間経過
後の再発送の送料は受験者様負担とさせていただきます。

試験当日の持ち物／スケジュール
《試験当日の注意事項》
• 二次試験で受験票をお忘れになると受験できません。紛失、忘れた場合は有料
（2,000円）
にて再発行いたします。
• 全席指定席となります。
• ［一次］会場試験官の指示に従い、私物は個人ロッカーなどに入れるか、足元
に置いていただきます。
［二次］試験中および待機中は、筆記用具・備品の貸し出しはいたしません。
• 携帯電話などの通信機器は試験室へ入室前に電源をお切りいただき、カバン
におしまいください。時計として使用することもできません。
• 時計（腕時計・スマートウォッチ含む）
の持ち込みは禁止とさせていただきます。
• 当日の遅刻は原則として認めません。止むを得ない事情（電車遅延など）があ
る場合は、一次試験はCBT試験会場、二次試験は当協会事務局へ電話連絡を
入れ、証明書をお持ちになりお越しください。試験終了時刻を過ぎての到着見
込みの場合、
ご受験いただけない場合がございます。
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• 会場では室温の微調整ができかねます。温度調節のできる服装でお
越しください。
• 香水や香料を含む整髪料の使用はお控えください（テイスティングの
妨げとなる場合がございます）。
• 試験室内での迷惑行為（大声での会話、音楽機器の音もれ、机・座席
を揺らす、
はげしい咳など）
はお控えください。
• 台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、停電、
システム上の
障害、
その他不可抗力による事故等の発生により、やむをえず試験が
中止された場合は、
当協会Webサイトにて告示し、
当該受験者に受験
料を返還いたします。ただし、中止にともなう受験者の不便、費用、
そ
の他の個人的損害については何ら責任を負いません。

第一次試験

第二次試験

▼開催日
2022年7月20日㈬〜8月31日㈬

▼開催日
2022年10月18日㈫

▼会場

▼会場

※各自予約した日時に会場へお越しください。
試験開始5～30分前までに来場し、受付をお済ませください。

札幌
大阪

全国47都道府県内に指定された会場（約330会場）

盛岡
神戸

仙台
岡山

東京
広島

長野
高松

金沢 名古屋 京都
福岡 鹿児島 那覇

※ 会場名は受験票に記載いたします。
また7月中に当協会Webサイト
で発表いたします。

▼試験内容

▼試験内容

CBT試験
※J.S.A. SAKE DIPLOMA教本【Second Edition/初版】
記載事項より出題

テイスティング
論述試験
テイスティングでは
「国際規格テイスティンググラス」
を使用い
たします。
グラスの素材についてはLiugi Bormioli（ルイジボ
ルミオリ）
でSparkx（スパークス）
と名づけられた生地で、鉛
や重金属を含まないソーダライムガラスです。

▼持ち物

顔写真付き公的身分証明書

※ 提示可能な証明書はCBT-Solutions受験サポートサイトでご確認
ください。
※ マスクの着用必須

※ 新型コロナウイルスの感染状況により、飛沫防止の観点からテイス
ティングでは吐器の使用を控える場合があります。

▼タイムスケジュール

▼持ち物

予約された日時に会場へお越しください。
試験開始5〜30分前 集合
CBT試験（60分）
終了後解散 「一次試験合否証明書」を受領し、速やかに退館

①受験票
②筆記用具（黒の鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）
※ 筆記用具・備品の貸し出しは致しません。必ずご自身でご用意ください。
※ 時計（腕時計・スマートウォッチ含む）の持ち込みは禁止とさせてい
ただきます。
※ マスクの着用必須

してください。

※ 会場は基本的に民間企業様（パソコンスクール等）
となり、運営を委
託しております。
当日は試験官の指示に従い試験に臨んでください。

▼タイムスケジュール

※ お車でご来場の場合、駐車場の確保はご自身でご確認ください。
※ 試験の合否に関する照会には一切応じられませんのでご了承くだ
さい。誤植など指摘事項がある場合は当協会Webサイト
「お問い合
わせ」
よりご連絡ください。

※ 運営の都合上タイムスケジュールが変更となる場合がございます。

14:00
14:10～	
14:20～14:50
15:00～	
15:05～15:25
15:35

▼ 合格発表
試験終了直後、パソコン画面上で合否を発表します。結果を
記載した
「一次試験合否証明書」をお渡ししますので、必ず
お持ち帰りください。通過者には二次試験以降の受験票を
9月下旬にご自宅宛に特定記録郵便にて郵送いたします。

開場
オリエンテーション
テイスティング（30分）
オリエンテーション
論述試験（20分）
解散

▼ 合格発表
二次試験合格者の受験番号と氏名（カタカナ）
を当協会
Webサイトにて発表し、後日ご自宅宛に特定記録郵便にて
「結果通知」
を発送いたします。試験の採点結果に関する照
会には一切応じられませんのでご了承ください。

《来場に際してのお願い》
入場できる時間は、試験開始30分前からとなります。それ以前に会場に
到着されても入場いただけません。館内には待機場所もございませんの
で、早く到着された場合、建物外でお待ちいただくこととなります。
また予
定時刻より遅れて到着されますと他の受験者様に支障がありますので、
遅くとも試験開始5分前には会場へ到着するようにしてください。

《来場に際してのお願い》
毎年開場時間より大幅に早く到着される受験者様がいらっしゃいます。受
験会場には公共施設を利用しておりますことから、他の利用者様のご迷惑
とならないよう、会場到着時間にご配慮いただくよう、皆様のご理解ご協力
をお願い申しあげます。
また、
お車でのご来場はご遠慮ください。

合格した方
最終合格者へ「合格通知」および「認定登録申請書」
をお送りいたします。
「認

認定証

認定バッジ

定登録料」
として20,950円（うち消費税額等1,905円）を申し受けます。認定
登録手続きをされた方へは後日認定証および資格認定カード、認定バッジを
送付いたします
（11月予定）。
［認定者］

認定証、資格認定カード、認定バッジは認定者に貸与されるものです。所有者

は日本ソムリエ協会となります。第三者への貸与、譲渡、転売などの行為は固く
禁止いたします。

また証書類の形状は予告なく変更される場合がございます。
［お問合せ先］一般社団法人日本ソムリエ協会 事務局

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町17-3 JSAビル2F

電話 03-3256-2020 FAX 03-3256-2022 https://www.sommelier.jp
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資格認定カード

サイズ：25mm
裏留金仕様：タイタック式
※ 別途有料（5,000円）に
てマグネット式への変更
も可能です。
※ 貸与品のため紛失・破損
とならないよう取扱いに
は充分ご注意ください。
※ 台布の発行はありません。

呼称資格認定試験における処分基準
不正の手段によって呼称資格認定試験を受け、若しくは受けようとした者に対しては以下１～３を基準として受験禁止期間を決定する。
ただし、不正の手段及び違反した行為の内容または情状により下記の受験禁止期間を減免することができる。
なお、
ソムリエおよびソムリエ・エクセレンス受験者については４まで適用する。
態

様

受験禁止期間

1 虚偽の出願（替え玉受験、無資格受験、など）によって
試験を受け、若しくは受けようとした者

5年間、当協会が主催する試験を受けることができない
ものとする。

2 1のほか、不正の手段によって試験を受け、若しくは
受けようとした者

4年以上の期間を定めて、当協会が主催する試験を受け
ることができないものとする。

3 1のほか、受験会場において試験官の指示に従わな
かった者

1年以上の期間を定めて、当協会が主催する試験を受け
ることができないものとする。

4 受験した者、若しくは受けようとした者に対し、虚偽の
従事証明を行った事業所

当該事業所に在籍する全職員について、
５年間、当協会
が主催する試験を受けることができないものとする。

呼称資格認定試験における注意事項
■ 不正行為

※発覚した場合ホームページで公表いたします。

次のことをすると不正行為となります。不正行為を行った場合は、
その場で受験の中止と退出を指示され、
それ以後の受験はできなくなりま
す。
また全ての試験科目の成績を無効とします。
① 試験室においてカンニング（試験の出題内容に関するメモやコピー、教本、参考書等の書籍類を触る、手に持つまたは机上に置いたり見
たりすること、他の受験者の答案等を見ること、他の人から答えを教わることなど）
をすること。
② 他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。
③ 試験室において、携帯電話、
スマートフォン、
ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダーなどの電子機器を触る、手に持つまたは机上に
置いたり見たり使用すること。
④「試験開始」
の指示の前に問題・解答用紙に手を触れたり問題を見たり解答を始めること。
⑤ 出題された問題を試験室から持ち出すこと、書き写して持ち出すこと。
⑥ 解答用紙を試験室から持ち出すこと。
⑦ 出願申請・解答用紙に故意に虚偽の内容を記入すること。
⑧ 試験室において、他の受験者に迷惑となる行為をすること。
⑨「試験終了」
の指示に従わず、筆記用具を持っていたり解答を続けること。
⑩ 試験官の指示に従わないこと。
⑪ その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

■ 新型コロナウイルス感染症対策
（一社）
日本ソムリエ協会における呼称資格認定試験受験に当たっての具体的な感染予防対策として、以下の事項に留意してください。
① 日ごろから、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、
「 三つの密」
（ 密集、密接、密閉）の回避などを行うと共に、健康
管理を心掛けてください。
② 試験日の7日程度前から、体調の変化の有無を確認してください。
なお、地域により感染が拡大した場合は、試験日の２週間程度前から
健康観察を行った上で、
より一層行動に注意してください。
③ 試験日の２週間程度前から発熱・咳等の症状がある場合は、
あらかじめ医療機関を受診し、適切な治療を受けてください。
④「新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）」
は、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知
を受けることができるものであり、
その後の検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができるため、
インストールを推奨しており
ます。
なお、通知を受けたことにより直ちに濃厚接触者であることを意味するものではありません。
⑤ 新型コロナウイルス等の感染症に罹患し、試験日に入院中または自宅や宿泊施設において療養中の者は、他の受験者や試験官等に感染す
るおそれがあるため受験できません。
また、濃厚接触者となり自宅待機期間中の場合も受験できません。試験当日の体調不良について、発
熱・咳等の症状があるなど、体調が万全でない場合は受験をお控えください。新型コロナウイルス感染による
「医師の診断書」
または
「（自宅・
宿泊施設）療養証明書」
が提示できる場合、受験料の一部を返還いたします
（受験していない場合に限る）。
⑥ マスクを持参し、試験室では常にマスクを正しく着用してください。
マスクを着用していない場合は受験をお断りいたします。
フェイスシー
ルド又はマウスシールドの着用のみでは、受験することはできません。感覚過敏等によりマスクの着用が困難な場合は、事前に
「医師の診
断書」
を提出して受験上の配慮申請を行い、別室での受験を申請する必要があります。
なお、使用済みマスクについては、試験場で廃棄せず、必ず自宅等に持ち帰ってください。
⑦ 各試験室の出入り口付近に消毒液を設置しますので、入退室を行うごとに手指消毒を行ってください。何らかの事情により消毒液を使用
することが難しい場合は、受験者自身でこれらに代わるものを準備し、手指消毒を行うようにしてください。
⑧ 試験室への入室前に非接触体温計による検温を実施します。37.5℃以上の発熱が認められた場合は、受験をお断りいたします。
⑨ 試験室への入室前、入室後は他者との会話、交流、接触を極力控えると共に、試験室内では自席以外に座らないでください。
⑩ 試験終了後、
２週間以内に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した場合は、
当会まで連絡してください。
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注意

ソムリエバッジ等、認定バッジの取扱いに関するお願い

当協会は呼称資格認定試験に合格後、認定登録申請をされた方に対し、認定バッジの貸与を行って
おりますが、
この度、当協会が発行・交付した認定バッジが、インターネット上のオークションサイト等
に出品されている事態を確認いたしました。
当協会が実施している呼称資格認定試験及びソムリエ等の認定は、当協会の目的である
「酒類・飲料
の普及、公衆衛生の向上に資すること」に照らし、
ソムリエ等の育成のためになされるものであり、認定
バッジの貸与は、その資格保持者であることを対外的に示すためになされるものです。
また、2017年以降は、呼称資格認定試験の募集要項に「認定証、資格認定カード、認定バッジは認
定者に貸与されるものです。第三者への貸与、譲渡、転売などはできません。」
と明確に記載し、当該事
項に承諾の上で受験をいただいております。
したがいまして、当協会が貸与している認定バッジ等をインターネット上のオークションサイト等に
出品したり、第三者に対して譲渡、転売したりする行為は、当協会の業務を妨げ、他人の物を処分する
行為として、刑事処分の対象になり得ます。当協会としては今後、
このような行為が発覚した場合には、
会員資格の剥奪や、呼称資格の剥奪等の処分を含めた厳正な対応で臨んでまいりますので厳に慎んで
いただくよう周知いたします。
なお、当協会としては、
このような事態に対処する、ないし未然に防ぐため、対応策を顧問弁護士に依
頼しております。その一環として、インターネット上のオークションサイトに認定バッジの模造品を出品
していた者について警察に捜査を要請し、事実確認をしたうえで提訴した事例がございます。
悪質と判断した場合には、会員資格の剥奪、呼称資格の剥奪にとどまらず、警察への告訴・告発等の
方法により、厳正に対処してまいります。
呼称資格認定試験に合格され、認定バッジを貸与された資格保持者の皆さまにおかれましては、呼称
資格の意義を再度ご確認いただくとともに、資格保持者としての責任ある行動をお願い申しあげます。

雇用主の方へ
今般、上記の事例にありましたようにインターネットオークション等で取得したソムリエ等の認定
バッジをもとに、資格保持者と偽って求人に応募するものがいるとの情報を得ております。認定バッジ
を持っているからといってその証明にはならないということをご理解いただき、当協会が認定しており
ますソムリエ等の資格保持者を雇用条件とされる場合は、被雇用者に対して資格取得確認のため、当
協会発行の「資格証明書」または「資格認定カード」の提出を依頼していただきますようお願い申しあ
げます。
当協会といたしましても、
このような行為は雇用主様だけではなく、当協会の事業に大きな損害を
与える行為と言えますので、
ご周知の程よろしくお願い申しあげます。
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