
品番 テ ー マ タ  イ  ト  ル 主な内容

B-121 人事・人材開発・労務管理 2級　人事・人材開発〔第２版〕

・人事企画

・雇用管理

・賃金管理

・人材開発

B-122 人事・人材開発・労務管理 2級　労務管理

・労働時間管理

・安全衛生管理の基本と課題

・福利厚生管理

・労使関係管理

・特定労働者の人事管理

B-131 人事・人材開発・労務管理 3級　人事・人材開発〔第２版〕

・人事企画の概要

・雇用管理の概要

・賃金、社会保険の概要

・人材開発の概要

B-132 人事・人材開発・労務管理 3級　労務管理

・人事管理の基礎

・労働時間管理

・安全衛生管理

・福利厚生管理

・労使関係管理

・その他の労働者の人事管理

B-221 経理・財務管理 2級　経理（財務会計）

・財務諸表

・会社法会計

・金融商品取引法会計

B-222 経理・財務管理 2級　財務管理（財務管理・管理会計）

・資金調達、資金運用

・原価計算

・予算管理

・経営分析

B-231 経理・財務管理 3級　経理（簿記・財務諸表）

・簿記

・財務諸表の基礎

・本支店会計と本社工場会計

B-232 経理・財務管理 3級　経理（原価計算）

・工業簿記と原価計算の基礎

　　工業簿記、原価計算の目的、

　　原価計算の基礎知識

・実際原価計算

　　製造原価の費目別計算

　　製造原価の部門別計算

　　製造原価の製品別計算

　　　(1)個別原価計算

　　　     製造原価の製品別計算

　　　(2)総合原価計算

　　　     営業費計算

　　　　 原価差異の算定と会計処理

B-233 経理・財務管理 3級　財務管理

・現金、預金等取引

・資金繰り表

・キャッシュフロー

・利回りの計算

・現在価値計算

５．ビジネス・キャリア検定試験　標準テキスト
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品番 テ ー マ タ  イ  ト  ル 主な内容

B-321 営業・マーケティング 2級　営業

・営業管理

　　営業目標の設定

　　部門組織構成

　　テリトリー管理

　　顧客管理

　　営業活動の管理

　　部下、後輩の育成

・営業実務

　　営業知識

　　営業技術

　　与信管理

　　債権保全と回収

・営業法務

　　契約法務

　　消費者保護のための法制度

　　公正で自由な競争

　　知的財産権の保護

B-322 営業・マーケティング 2級　マーケティング

・戦略マーケティング

・マーケティングリサーチと

　消費者産業購買活動

・製品政策

・価格政策

・マーケティングチャネル政策

・物流政策とパッケージング政策

・プロモーション政策

B-331 営業・マーケティング 3級　営業

・営業管理基礎

　営業パーソンの役割と認識

　営業パーソン自身の営業活動計画と管理、

　営業知識、営業技術、与信管理、

　債権保全と回収

・営業法務基礎

　契約法務、消費者保護、公正で自由な競争

B-332 営業・マーケティング 3級　マーケティング

・戦略マーケティングの基礎

・マーケティングリサーチ、消費者行動基礎

・マーケティングの政策基礎

・流通業、サービス業のマーケティング基礎

B-421 生産管理

【専門知識】

2級　生産管理プランニング

（製品企画・設計管理）　〔第２版〕

・製品企画

・設計管理

B-422 生産管理

【専門知識】

2級　生産管理プランニング

・生産システム

・工程管理（加工型、組立型）

・生産管理（プロセス型）

・工場計画と設備管理

B-423 生産管理

【専門知識】

2級　生産管理オペレーション

・作業管理

・職場の改善

・工場管理（オペレーション）

・設備管理

B-424 生産管理

【専門知識】

2級　生産管理オペレーション

（購買・物流・在庫管理）　〔第２版〕

・資材、在庫管理

・運搬、物流管理

５．ビジネス・キャリア検定試験　標準テキスト
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品番 テ ー マ タ  イ  ト  ル 主な内容

B-431 生産管理
【専門知識】3級　生産管理プランニング

　　　　　　　　　　　　　　　　〔第３版〕

・生産システムと生産形態

・製品企画と設計管理

・工程管理における生産計画

・資材、在庫管理と生産システム

B-432 生産管理
【専門知識】3級　生産管理オペレーション

　　　　　　　　　　　　　　　　〔第３版〕

・作業管理基礎

・工程管理基礎

・設備管理基礎

・資材、在庫管理の基礎

・運搬、物流管理の基礎

B-425 生産管理 【共通知識】2級　生産管理

・品質管理

　品質管理の考え方、統計的手法ほか

・原価管理

　原価管理の基本的な考え方と手法、

　標準原価ほか

・納期管理

　設計の標準化、設計工数管理ほか

・安全衛生管理

　安全衛生管理の概要、

　労働安全衛生法の概要ほか

・環境管理

　環境問題の歴史的経緯と環境基本法、

B-433 生産管理 【共通知識】3級　生産管理

・品質管理

　品質管理の考え方、データの活用ほか

・原価管理

　原価管理の考え方、製品開発と製造の原価

ほか

・納期管理

　納期管理の考え方、

　納期遅延の発生要因と対策ほか

・安全衛生管理

　安全衛生管理の基本、

　労働安全衛生法の概要ほか

・環境管理

　環境問題の歴史的経緯と環境基本法、

　公害防止対策ほか

B-521 企業法務・総務 2級　企業法務（組織法務）　〔第２版〕

・リスクマネジメントの基礎知識

・株式会社の運営に関する実務

・M&Aと組織再編の実務

・金融商品取引法とディスクロージャーの実

務

・知的財産権法務

B-522 企業法務・総務 2級　企業法務（取引法務）　〔第２版〕

・非典型契約の作成と審査の実務

・担保権設定と管理の実務

・債権回収の実務

・民事訴訟、執行の実務

・国際法務の実務

５．ビジネス・キャリア検定試験　標準テキスト
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品番 テ ー マ タ  イ  ト  ル 内    容

B-523 企業法務・総務 2級　総務　　〔第２版〕

・総務管理業務

・株式業務

・事務処理の情報システム化と文書整理

・社内管理

・社外対応

・リスクマネジメント

B-531 企業法務・総務 3級　企業法務　〔第２版〕

・企業法務の基礎

・会社法に関する法務（基礎）

・株式会社の機関

・雇用に関する法務

・契約法務の基礎

・債権管理と回収の基礎

・企業取引規制、知的財産権の基礎

・紛争処理の基礎

B-532 企業法務・総務 3級　総務　〔第２版〕

・総務業務基礎

・株式業務基礎

・事務処理の情報システム化と文書管理

・社内管理基礎

・社外対応基礎

・リスクマネジメント基礎

B-621 ロジスティクス 2級　ロジスティクス管理　〔第２版〕

・企業経営とロジスティクス管理

・ロジスティクス統制

・物流サービス管理

・ロジスティクスと環境問題

・物流に関する政策

・在庫管理

・物流コスト管理

・物流システム管理

・物流情報システムと情報通信技術

・物流情報システム開発

・国際物流における貿易取引と情報システム

B-622 ロジスティクス
2級　ロジスティクス・オペレーション

　　　　　　　　　　　　　　　　〔第２版〕

・輸送包装の適正化、標準化

・輸送包装設計と輸送包装技法

・代表的なユニットロードシステム

・物流センター企画

・物流センターの管理と運営

・輸送機関の特性と選択

・輸配送システムの構築

・国際輸送

・社会への適合

B-631 ロジスティクス 3級　ロジスティクス管理　〔第２版〕

・物流の概念と物流管理

・物流サービス管理

・物流対策と関連法規

・物流システム管理

・在庫管理

・物流コスト管理

・物流情報システムの概念

・業務別物流情報システム

５．ビジネス・キャリア検定試験　標準テキスト
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品番 テ ー マ タ  イ  ト  ル 主な内容

B-632 ロジスティクス
3級　ロジスティクス・オペレーション

　　　　　　　　　　　　　　　　〔第２版〕

・包装

・ユニットロードシステム

・荷役、MH

・保管

・荷役機器および保管機器

・物流センターシステムの基礎知識

・輸送

・輸配送システム

・国際輸送

・約款と物流保険の概要、関連法規、関連

B-721 経営情報システム 2級　経営情報システム（情報化企画）

・経営情報化企画

・業務の分析、評価、改善

・システムの開発

・ITソリューションの選定、活用

B-722 経営情報システム 2級　経営情報システム（情報化活用）

・情報の活用技術

・システムの運用

・成果のマネジメント

　（モニタリング・コントロール）

B-731 経営情報システム 3級　経営情報システム

・IT活用の基礎

・システム化計画と設計の基礎

・システムの運用、管理の基礎

・業務アプリケーションの選定、活用の基礎

・情報活用の基礎

B-821 経営戦略 2級　経営戦略

・企業の概念

・経営戦略の定義

・経営戦略の内容

・経営戦略の階層構造

・経営戦略と組織との関係

・経営戦略のサブシステムとその統合

・ドメインの決定

・コアコンピタンスの決定

・競争優位性の決定

・事業システムの決定

・経営戦略の選択など

B-831 経営戦略 3級　経営戦略

・経営戦略の役割

・経営戦略の必要性

・経営戦略と経営計画の関係

・経営計画の構造

・経営戦略の策定プロセス

・経営目標の設定

・経営環境の分析

・自社能力の分析

・経営資源と機会、脅威との適合

・経営戦略と社会的責任との適合

・経営戦略と経営計画に関する基礎知識

５．ビジネス・キャリア検定試験　標準テキスト
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