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2020年度書籍についてご注意ください。
１．次の書籍は全面リニューアルしました。
● 完全分類全経簿記2級商簿／3級商簿
→完全分類 全経簿記2級商簿／全経簿記3級商簿
- 出題問題を全面的に入れ替えました。現行試験規則下で実施され
ている第186回検定以降の問題で構成しています
- 今後の検定試験において新傾向が出題されましたらすぐに追録し
ていく予定です。
- 「問題編」「解答用紙編」「解答解説編」「本試験形式模試編」
の4分冊構成といたしました。
出題問題を全面的に入れ替えておりますので、継続でご採用い
ただくお客様は、献本にて内容のご確認をお願いいたします。

２．次の書籍は一部内容を改訂いたしました。（練習問題
を追加収録しました。）
● 所得税法１級
● 法人税法１級
● 消費税法１級
３．送料・手数料規定を改定いたしました。4月1日発送
分より適用させていただきます。
少量のご注文の際には送料・手数料をご負担いただきます。(下
記を超えるご注文の場合は弊社にて負担いたします。)
①書籍……………2冊まで420円
②電卓……………1台まで790円
③伝票ホルダー…4個まで一律500円、
10個まで実費（金額はお問合わせください）

ビ ジ全ネ経ス簿マ記ナ ー
一般社団法人全国検定教育振興会の主催する「ビジネスマナー検定試

■完全分類（2020年改訂版）
験」は、7・11・2月の年3回実施されています。その内容は、単にビ
- これまで出版しておりました「完全分類全経簿記」を全面リニュー
ジネスの場面での礼儀作法的なものに限定せず、社会一般やビジネス社
アルいたしました。
会において一般的に必要と思われる常識的な知識・技能も含まれていま
-すので、学生さんが受験するのに適した試験となっています。
過去問題を分析・分類し、仕訳/計算問題/帳簿記入/伝票会計/決算
問題等、出題問題別に編纂しています。

■ビジネスマナーテキスト

- 現行試験規則下で出題された問題を中心に出題していますが、今後
ビジネスマナーの知識とその理論的裏づけを体系的に学習できます。
の検定試験において新傾向が出題されましたらすぐに追録していく
先輩社員のためのビジネスマナーテキスト（検定試験１級対応）
予定です。
ISBN978-4-88327-282-2／A5判／定価1,650円（本体1,500円）
- 「問題編」「解答用紙編」「解答解説編」「本試験形式模試編」の4
2014年5月15日発行
分冊で構成しておりますので授業でも扱いやすく、また解答には解
ビジネスマナー＠カレッジ（検定試験２級対応）
説を付していますので、独習にも適しています。
ISBN978-4-88327-283-9／A5判／定価1,430円（本体1,300円）
完全分類
全経簿記2級商業簿記
2013年3月1日改訂2刷発行
ISBN978-4-88327-626-4／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
ここからはじめるビジネスマナー（検定試験３級対応）
2020年4月15日発行予定
ISBN978-4-88327-284-6／B5判／定価1,100円
（本体1,000円）
完全分類
全経簿記3級商業簿記
2013年4月1日改訂3刷発行
ISBN978-4-88327-627-1／A4判／定価990円（本体900円）

■ビジネスマナー検定問題集

2020年4月15日発行予定
テキストに対応した問題集です。テキストの内容をどのくらい理解し

■全経簿記検定試験PAST【過去問類題】
ているか、この問題集で確認できます。

過去出題問題を必要に応じて改訂しています。(商店名、金額等も変更
ビジネスマナー検定問題集1級
しています。)「過去問」でありながら「次の」検定試験の対策にお役
ISBN978-4-88327-543-4／B5判／定価1,100円（本体1,000円）
立ていただける未来志向の答練問題集です。（解答用紙2セット付）
2018年4月1日発行
全経簿記検定試験PAST 2級商業簿記
ビジネスマナー検定問題集2級
ISBN978-4-88327-630-1／A4判／定価792円（本体720円）
ISBN978-4-88327-544-1／B5判／定価1,100円
（本体1,000円）
2020年4月15日発行予定／第190回類題〜第197回類題収録
2018年4月1日発行
全経簿記検定試験PAST 3級商業簿記
ビジネスマナー検定問題集3級
ISBN978-4-88327-631-8／A4判／定価748円
（本体680円）
ISBN978-4-88327-545-8／B5判／定価880円
（本体800円）
2020年4月15日発行予定／第190回類題〜第197回類題収録
2018年4月1日発行

■ビジネスマナー検定実力錬成
■全経簿記直前模試【2020年5月・7月検定対策】

本試験形式の問題8回をパックにした対策教材です。これらの問題は規
全経簿記能力検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集です。過
定された出題範囲に含まれ、かつ社会生活の中で当然必要なスキルを身
去の出題傾向を分析し、8回分の模擬問題を収録しています。プリン

■ビジネスマナー検定リハーサルブック
■zkbkw(全経基礎簿記会計ワークブック)

ビジネスマナー検定試験の本試験形式問題集です。過去類題を8回収
全経簿記検定基礎簿記会計の出題内容に基づき、理論/計算/仕訳/勘定
録しています。本書出題の問題は規定された出題範囲に含まれ、かつ
記入/財務諸表、および非営利分野のそれぞれについて『学習の要点』
社会生活の中で当然必要なスキルを身につけられる問題ばかりですの
『例題』『練習問題』から構成されるワークブックです。
で、今後の検定試験にも継続的に出題されるとのことです。
ISBN978-4-88327-507-6／A4判／定価770円（本体700円）
ビジネスマナー検定リハーサルブック3級
2017年5月1日発行
ISBN978-4-88327-281-5／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
2011年9月15日発行

日商簿記
■日商簿記直前模試
全 経【155回検定対応】
文書処理
◎日商簿記検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集(8回分の模

■文書処理検定問題集【2020年度版】
擬問題を収録)です。実際の試験で確実に80点をとる実力をつけら

全経主催文書処理検定試験の出題規則に基づいて、科目ごと（技術常
れるように最低限必要な論点と問題内容に絞って作問しています。
識・国語力・入力・文書作成）に練習問題を豊富に収録しています。
◎プリント形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養う
文書処理検定問題集ワープロ２級【3分冊】
ことにもお役立ていただけます。
ISBN978-4-88327-649-3／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
日商簿記2級 直前模試
2020年4月1日発行予定
ISBN978-4-88327-638-7／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
文書処理検定問題集ワープロ3・4級【3分冊】
2020年4月15日発行予定
ISBN978-4-88327-650-9／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
日商簿記3級 直前模試
2020年4月1日発行予定
ISBN978-4-88327-639-4／A4判／定価880円（本体800円）
2020年4月15日発行予定

商業学習準備ノート
■商業学習準備ノート
本書は、これから商業系の勉強を始める高校入学前の生徒さんに授業
が始まる前に取組んでいただきたい練習ノートです。数字の練習、簡
単な計算、小遣い帳、日本語の言い回し、商業用語の漢字練習などで
構成しています。
ISBN978-4-88327-417-8／B5判／定価385円（本体350円）
2015年2月1日発行

につけられる問題ばかりですので、今後の検定試験にも継続的に出題さ
ト形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養うことにも
れるとのことです。（別冊①：冊子式解答用紙、別冊②：解答解説）
お役立ていただけます。
ビジネスマナー検定1級実力錬成（過去問4回＋模擬問4回）
全経簿記1級商業簿記・会計学 直前模試
ISBN978-4-88327-382-9／A4判／定価1,430円
（本体1,300円）
ISBN978-4-88327-634-9／A4判／定価1,100円
（本体1,000円）
2014年6月1日発行
2020年4月15日発行予定

ビジネスマナー検定2級実力錬成（模擬問8回）
全経簿記1級原価計算・工業簿記 直前模試
ISBN978-4-88327-550-2／A4判／定価1,430円
（本体1,300円）
ISBN978-4-88327-635-6／A4判／定価1,100円
（本体1,000円）
2019年5月15日発行
2020年4月15日発行予定
※ビジネスマナー検定リハーサルブック2級と同内容です。

■zbⅡ工業bw(全経簿記2級工簿ワークブック)
全経簿記検定2級工業簿記の出題内容に基づき、学習の要点/例題/練
習問題から構成されるワークブックです。
ISBN978-4-88327-608-0／A4判／定価880円（本体800円）
2019年4月1日発行

1

10
2

11
3

所 得 税 法全/ 商
法珠
人算
税法
/ 消費税法
電卓
■税法・基礎のきそ【令和2年度税法版】
■珠算・電卓直前模試

税金の意義や根拠に続けて、５つの主要な国税（所得税・贈与税・
全商協会主催珠算・電卓実務検定試験の本試験形式プリント集です。
相続税・法人税・消費税）を大まかに解説しています。それぞれ
◎普通計算およびビジネス計算の詳しい解説書付き
の税法のさわりだけを解説していますので、それぞれの税法につ
◎本試験形式模擬試験問題 12 回収録
いてなんとなくわかるようになります。
◎別冊「伝票算」付き（両面印刷ですので、左手・右手のいずれでも
ISBN978-4-88327-640-0／B5判／定価550円（本体500円）
めくれます。）
2020年4月1日発行予定
珠算・電卓１級
直前模試 for SHARP

■基本税法【令和2年度税法版】
ISBN978-4-88327-652-3／B5(B4)判／定価737円（本体670円）

所得税法・法人税法・消費税法の一般的なテキストです。税法に
2020年2月1日発行
関する一般的な内容を簡潔に解説しています。検定対策のみなら
珠算・電卓２級 直前模試 for SHARP
ず、一般の税法関係者の方にもお役立ていただけます。なお、練
ISBN978-4-88327-553-3／B5(B4)判／定価704円（本体640円）
習問題や説例が少ないので、初学者の独習には不向きです。
2018年2月1日発行
ISBN978-4-88327-641-7／A4判／定価1,320円（本体1,200円）
珠算・電卓３級 直前模試 for SHARP
2020年5月15日発行予定
ISBN978-4-88327-554-0／B5(B4)判／定価660円（本体600円）

■所得税法1級【令和2年度税法版】
2018年2月1日発行

所得税法能力検定試験1級対策のテキストです。弊社刊「基本税法」の
珠算・電卓１級 直前模試 for CASIO
所得税法編に1級の内容および例題を加筆・掲載しました。今年度版か
ISBN978-4-88327-653-0／B5(B4)判／定価737円（本体670円）
らは練習問題も掲載します。
2020年2月1日発行
ISBN978-4-88327-642-4／A4判／定価3,300円（本体3,000円）
珠算・電卓２級 直前模試 for CASIO
2020年5月15日発行予定
ISBN978-4-88327-556-4／B5(B4)判／定価704円（本体640円）

■所得税法テキスト【令和2年度税法版】
2018年2月1日発行

所得税法の概要を学習できるテキストです。所得税法能力検定試験の2
珠算・電卓３級 直前模試 for CASIO
級までの範囲をほぼ網羅しています。
ISBN978-4-88327-557-1／B5(B4)判／定価660円（本体600円）
ISBN978-4-88327-643-1／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
2018年2月1日発行
2020年5月15日発行予定

■所得税法問題集【令和2年度税法版】

全経計算実務

所得税法の概要を学習できる問題集です。所得税法能力検定試験の3級
の内容を中心に2級までの範囲をほぼ網羅しています。

■計算実務直前模試
ISBN978-4-88327-644-8／A4判／定価1,540円（本体1,400円）

全経計算実務能力検定試験の、実試験形式模擬問題16回を収録した答
2020年5月15日発行予定
練プリント集です。本文巻頭で「帳票計算」「商業計算」「伝票算」

■所得税法直前模試【令和元年度検定対応】

について解説しています。
所得税法能力検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集です。過
計算実務１級 直前模試
去の出題傾向を分析し、8回分の模擬問題を収録しています。プリン
ISBN978-4-88327-531-1／B5判／定価1,320円（本体1,200円）
ト形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養うことにも
2017年5月1日発行
お役立ていただけます。
計算実務２級 直前模試
所得税法2級 直前模試
ISBN978-4-88327-416-1／B5判／定価1,100円（本体1,000円）
ISBN978-4-88327-620-2／A4判／定価1,430円（本体1,300円）
2015年2月1日発行
2019年9月1日発行
計算実務３級 直前模試
所得税法3級 直前模試
ISBN978-4-88327-455-0／B5判／定価1,100円（本体1,000円）
ISBN978-4-88327-621-9／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
2015年10月1日発行
2019年9月1日発行
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■法人税法1級【令和2年度税法版】

全経電卓計算

電卓オペレーション

法人税法能力検定試験1級対策のテキストです。弊社刊「基本税法」の
法人税法編に1級の内容および例題を加筆・掲載しました。
一般社団法人全国検定教育振興会の主催する「電卓オペレーション検
ISBN978-4-88327-645-5／A4判／定価3,300円（本体3,000円）
定試験」は、年 6 回奇数月に実施されています。コンピュータによる
2020年5月15日発行予定
本部採点のため、他の電卓検定ではおざなりになりがちな「数字をき

■EL-G37 完全攻略テキスト
シャープ製学校用電卓EL-G37の機能をマスターするためのテキストで

■法人税法テキスト【令和2年度税法版】

す。第１章でタッチメソッドや数字の読み取り方、書き取り方などの

■電卓オペレーション検定問題集
級までの範囲をほぼ網羅しています。

機能を学びます。

れいに書くこと」も身につきます。
法人税法の概要を学習できるテキストです。法人税法能力検定試験の2
本書は実試験形式模擬問題 10 回を収録した答練問題集です。巻頭に
ISBN978-4-88327-646-2／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
は「答案記入上の注意」および「数字の練習」を掲載しています。乗算・
2020年5月15日発行予定
除算・複合算の計算の手順は、シャープ製・カシオ製のそれぞれ解説

■法人税法問題集【令和2年度税法版】

しています。(3 級以上は伝票算を添付しています。)
法人税法の概要を学習できる問題集です。法人税法能力検定試験の3級
電卓オペレーション検定1級
の内容を中心に2級までの範囲をほぼ網羅しています。
ISBN978-4-88327-265-5／A4判／定価785円（本体714円）
ISBN978-4-88327-647-9／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
2011年8月1日発行
2020年5月１5日発行予定
電卓オペレーション検定2級
■法人税法直前模試【令和元年度検定対応】
ISBN978-4-88327-266-2／A4判／定価744円（本体676円）
法人税法能力検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集です。過
2011年8月1日発行
去の出題傾向を分析し、8回分の模擬問題を収録しています。プリン
電卓オペレーション検定3級
ト形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養うことにも
ISBN978-4-88327-267-9／A4判／定価702円（本体638円）
お役立ていただけます。
2011年8月1日発行
法人税法2級 直前模試
電卓オペレーション検定4級
ISBN978-4-88327-622-6／A4判／定価1,430円（本体1,300円）
ISBN978-4-88327-268-6／A4判／定価524円（本体476円）
2019年9月1日発行
2012年11月1日発行
法人税法3級 直前模試
電卓オペレーション検定5級
ISBN978-4-88327-623-3／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
ISBN978-4-88327-269-3／A4判／定価524円（本体476円）
2019年9月1日発行
2012年11月1日発行

■消費税法1級【令和2年度税法版】

消費税法能力検定試験1級対策のテキストです。弊社刊「基本税法」の

補助用具

消費税法編に1級の内容および例題を加筆・掲載しました。
ISBN978-4-88327-648-6／A4判／定価3,300円（本体3,000円）

■学校用電卓
シャープ製EL-G37【直販専用】
2020年5月15日発行予定

弊社特別販売価格：定価4,700円（本体4,273円）
■消費税法直前模試【令和元年度検定対応】
・101台以上のご注文の場合、さらに割引いたします。
消費税法能力検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集です。過
・在学中、メーカー保証の範囲を超える故障や破損についても
去の出題傾向を分析し、8回分の模擬問題を収録しています。プリン
弊社で完全保証いたします。
ト形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養うことにも
※本機は学校用電卓のため、学校採用以外のお客様には販売で
お役立ていただけます。
きません。
消費税法2級 直前模試

■伝票ホルダー【直販専用】
ISBN978-4-88327-624-0／A4判／定価1,430円（本体1,300円）
伝票算を固定するクリップの付いたマットです。
2019年9月1日発行
左手めくり用：定価825円【学校納入価格612円】※ゴム製
消費税法3級 直前模試
右手めくり用：定価1,100円【学校納入価格880円】※MDF製
ISBN978-4-88327-625-7／A4判／定価1,100円（本体1,000円）

基礎を身につけ、第２章でメモリー計算や定数計算などの電卓特有の
第４章では商業計算に役立つ特別な機能を学習し、他の商業分野でも
役立つ電卓技能を身につけることが出来ます。
ISBN978-4-88327-572-4／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
2018年5月1日発行

■商業電卓 完全攻略テキスト
カシオタイプの商業電卓の機能をマスターするためのテキストです。
第１章でタッチメソッドや数字の読み取り方、書き取り方などの基礎
を身につけ、第２章でメモリー計算や定数計算などの電卓特有の機能
を学びます。第３章では商業計算に役立つ特別な機能を学習し、他の
商業分野でも役立つ電卓技能を身につけることが出来ます。
ISBN978-4-88327-456-7／A4判／定価880円（本体800円）
2016年2月1日発行

■検定電卓計算問題集
全経主催電卓検定試験の１級および２級、３級および４級の問題を、
各10回分ずつ収録しています。巻頭には計算の手順やポイントをわか
りやすく解説しています。（伝票算は添付していません。）
検定電卓計算問題集1・2級
ISBN978-4-88327-427-7／A4判／定価734円（本体667円）
2015年9月1日発行
検定電卓計算問題集3・4級
ISBN978-4-88327-428-4／A4判／定価628円（本体571円）
2015年5月1日発行

■全経電卓計算能力検定模擬試験伝票算
全経電卓電卓計算能力検定模擬試験伝票算 段位

定価1,528円（本体1,389円)【学校納入価格1,222円（本体1,111円)】
全経電卓電卓計算能力検定模擬試験伝票算 １級
定価1,019円（本体926円)【学校納入価格815円（本体741円)】
全経電卓電卓計算能力検定模擬試験伝票算 ２級
定価1,019円（本体926円)【学校納入価格815円（本体741円)】
全経電卓電卓計算能力検定模擬試験伝票算 ３級
定価1,019円（本体926円)【学校納入価格815円（本体741円)】

2019年9月1日発行
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※直販のみ

本試験と全く同じ形の伝票算です。各級とも 8 冊のセット販売です。

6

■電卓計算直前模試【伝票算標準添付】

全経電卓計算能力検定試験の、実試験形式模擬問題15回を収録した答
練プリント集です。「答案記入上の注意」および「数字の練習」､また
乗算・除算・複合算の計算の手順を、シャープ製・カシオ製のそれぞ
れについて解説しています。（3級以上は伝票算を添付しています。)
＊「問題編のみ」のご注文につきましては、弊社までご相談くださ
い。
電卓計算段位 直前模試
ISBN978-4-88327-401-7／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
2014年8月15日発行

所 得 税 法全/ 商
法珠
人算
税法
/ 消費税法
電卓
■税法・基礎のきそ【令和2年度税法版】
■珠算・電卓直前模試

税金の意義や根拠に続けて、５つの主要な国税（所得税・贈与税・
全商協会主催珠算・電卓実務検定試験の本試験形式プリント集です。
相続税・法人税・消費税）を大まかに解説しています。それぞれ
◎普通計算およびビジネス計算の詳しい解説書付き
の税法のさわりだけを解説していますので、それぞれの税法につ
◎本試験形式模擬試験問題 12 回収録
いてなんとなくわかるようになります。
◎別冊「伝票算」付き（両面印刷ですので、左手・右手のいずれでも
ISBN978-4-88327-640-0／B5判／定価550円（本体500円）
めくれます。）
2020年4月1日発行予定
珠算・電卓１級
直前模試 for SHARP

■基本税法【令和2年度税法版】
ISBN978-4-88327-652-3／B5(B4)判／定価737円（本体670円）

電卓計算１級 直前模試
ISBN978-4-88327-470-3／B5判／定価880円（本体800円）
2016年4月1日発行
電卓計算２級 直前模試
ISBN978-4-88327-471-0／B5判／定価825円（本体750円）
2016年4月1日発行
電卓計算３級 直前模試
ISBN978-4-88327-472-7／B5判／定価770円（本体700円）
2016年4月1日発行
電卓計算４級 直前模試
ISBN978-4-88327-473-4／B5判／定価660円（本体600円）
2016年4月1日発行

■電卓計算直前模試【伝票算】※直販のみ
上記「電卓計算直前模試」に標準添付の伝票算を直販いたします。
電卓計算段位 直前模試【伝票算】
B7判／定価385円（本体350円）
電卓計算１級 直前模試【伝票算】
B7判／定価330円（本体300円）
電卓計算２級 直前模試【伝票算】
B7判／定価330円（本体300円）
電卓計算３級 直前模試【伝票算】
B7判／定価330円（本体300円）

所得税法・法人税法・消費税法の一般的なテキストです。税法に
2020年2月1日発行
関する一般的な内容を簡潔に解説しています。検定対策のみなら
珠算・電卓２級 直前模試 for SHARP
ず、一般の税法関係者の方にもお役立ていただけます。なお、練
ISBN978-4-88327-553-3／B5(B4)判／定価704円（本体640円）
習問題や説例が少ないので、初学者の独習には不向きです。
2018年2月1日発行
ISBN978-4-88327-641-7／A4判／定価1,320円（本体1,200円）
珠算・電卓３級 直前模試 for SHARP
2020年5月15日発行予定
ISBN978-4-88327-554-0／B5(B4)判／定価660円（本体600円）

■所得税法1級【令和2年度税法版】
2018年2月1日発行

所得税法能力検定試験1級対策のテキストです。弊社刊「基本税法」の
珠算・電卓１級 直前模試 for CASIO
所得税法編に1級の内容および例題を加筆・掲載しました。今年度版か
ISBN978-4-88327-653-0／B5(B4)判／定価737円（本体670円）
らは練習問題も掲載します。
2020年2月1日発行
ISBN978-4-88327-642-4／A4判／定価3,300円（本体3,000円）
珠算・電卓２級 直前模試 for CASIO
2020年5月15日発行予定
ISBN978-4-88327-556-4／B5(B4)判／定価704円（本体640円）

■所得税法テキスト【令和2年度税法版】
2018年2月1日発行

所得税法の概要を学習できるテキストです。所得税法能力検定試験の2
珠算・電卓３級 直前模試 for CASIO
級までの範囲をほぼ網羅しています。
ISBN978-4-88327-557-1／B5(B4)判／定価660円（本体600円）
ISBN978-4-88327-643-1／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
2018年2月1日発行
2020年5月15日発行予定

■所得税法問題集【令和2年度税法版】

全経計算実務
所得税法の概要を学習できる問題集です。所得税法能力検定試験の3級
の内容を中心に2級までの範囲をほぼ網羅しています。

■計算実務直前模試
ISBN978-4-88327-644-8／A4判／定価1,540円（本体1,400円）

全経計算実務能力検定試験の、実試験形式模擬問題16回を収録した答
2020年5月15日発行予定
練プリント集です。本文巻頭で「帳票計算」「商業計算」「伝票算」

■所得税法直前模試【令和元年度検定対応】

について解説しています。
所得税法能力検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集です。過
計算実務１級 直前模試
去の出題傾向を分析し、8回分の模擬問題を収録しています。プリン
ISBN978-4-88327-531-1／B5判／定価1,320円（本体1,200円）
ト形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養うことにも
2017年5月1日発行
お役立ていただけます。
計算実務２級 直前模試
所得税法2級 直前模試
ISBN978-4-88327-416-1／B5判／定価1,100円（本体1,000円）
ISBN978-4-88327-620-2／A4判／定価1,430円（本体1,300円）
2015年2月1日発行
2019年9月1日発行
計算実務３級 直前模試
所得税法3級 直前模試
ISBN978-4-88327-455-0／B5判／定価1,100円（本体1,000円）
ISBN978-4-88327-621-9／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
2015年10月1日発行
2019年9月1日発行
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■法人税法1級【令和2年度税法版】

電卓オペレーション

法人税法能力検定試験1級対策のテキストです。弊社刊「基本税法」の
法人税法編に1級の内容および例題を加筆・掲載しました。
一般社団法人全国検定教育振興会の主催する「電卓オペレーション検
ISBN978-4-88327-645-5／A4判／定価3,300円（本体3,000円）
定試験」は、年 6 回奇数月に実施されています。コンピュータによる
2020年5月15日発行予定
本部採点のため、他の電卓検定ではおざなりになりがちな「数字をき

■法人税法テキスト【令和2年度税法版】

れいに書くこと」も身につきます。
法人税法の概要を学習できるテキストです。法人税法能力検定試験の2

■電卓オペレーション検定問題集
級までの範囲をほぼ網羅しています。

本書は実試験形式模擬問題 10 回を収録した答練問題集です。巻頭に
ISBN978-4-88327-646-2／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
は「答案記入上の注意」および「数字の練習」を掲載しています。乗算・
2020年5月15日発行予定
除算・複合算の計算の手順は、シャープ製・カシオ製のそれぞれ解説

■法人税法問題集【令和2年度税法版】

しています。(3 級以上は伝票算を添付しています。)
法人税法の概要を学習できる問題集です。法人税法能力検定試験の3級
電卓オペレーション検定1級
の内容を中心に2級までの範囲をほぼ網羅しています。
ISBN978-4-88327-265-5／A4判／定価785円（本体714円）
ISBN978-4-88327-647-9／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
2011年8月1日発行
2020年5月１5日発行予定
電卓オペレーション検定2級
■法人税法直前模試【令和元年度検定対応】
ISBN978-4-88327-266-2／A4判／定価744円（本体676円）
法人税法能力検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集です。過
2011年8月1日発行
去の出題傾向を分析し、8回分の模擬問題を収録しています。プリン
電卓オペレーション検定3級
ト形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養うことにも
ISBN978-4-88327-267-9／A4判／定価702円（本体638円）
お役立ていただけます。
2011年8月1日発行
法人税法2級 直前模試
電卓オペレーション検定4級
ISBN978-4-88327-622-6／A4判／定価1,430円（本体1,300円）
ISBN978-4-88327-268-6／A4判／定価524円（本体476円）
2019年9月1日発行
2012年11月1日発行
法人税法3級 直前模試
電卓オペレーション検定5級
ISBN978-4-88327-623-3／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
ISBN978-4-88327-269-3／A4判／定価524円（本体476円）
2019年9月1日発行
2012年11月1日発行

■消費税法1級【令和2年度税法版】

消費税法能力検定試験1級対策のテキストです。弊社刊「基本税法」の

補助用具

消費税法編に1級の内容および例題を加筆・掲載しました。
ISBN978-4-88327-648-6／A4判／定価3,300円（本体3,000円）

■学校用電卓
シャープ製EL-G37【直販専用】
2020年5月15日発行予定

弊社特別販売価格：定価4,700円（本体4,273円）
■消費税法直前模試【令和元年度検定対応】
・101台以上のご注文の場合、さらに割引いたします。
消費税法能力検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集です。過
・在学中、メーカー保証の範囲を超える故障や破損についても
去の出題傾向を分析し、8回分の模擬問題を収録しています。プリン
弊社で完全保証いたします。
ト形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養うことにも
※本機は学校用電卓のため、学校採用以外のお客様には販売で
お役立ていただけます。
きません。
消費税法2級 直前模試

■伝票ホルダー【直販専用】
ISBN978-4-88327-624-0／A4判／定価1,430円（本体1,300円）
伝票算を固定するクリップの付いたマットです。
2019年9月1日発行
左手めくり用：定価825円【学校納入価格612円】※ゴム製
消費税法3級 直前模試
右手めくり用：定価1,100円【学校納入価格880円】※MDF製
ISBN978-4-88327-625-7／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
2019年9月1日発行
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ビ ジ全ネ経ス簿マ記ナ ー
一般社団法人全国検定教育振興会の主催する「ビジネスマナー検定試

■完全分類（2020年改訂版）
験」は、7・11・2月の年3回実施されています。その内容は、単にビ
- これまで出版しておりました「完全分類全経簿記」を全面リニュー
ジネスの場面での礼儀作法的なものに限定せず、社会一般やビジネス社
アルいたしました。
会において一般的に必要と思われる常識的な知識・技能も含まれていま
-すので、学生さんが受験するのに適した試験となっています。
過去問題を分析・分類し、仕訳/計算問題/帳簿記入/伝票会計/決算
問題等、出題問題別に編纂しています。

■ビジネスマナーテキスト

- 現行試験規則下で出題された問題を中心に出題していますが、今後
ビジネスマナーの知識とその理論的裏づけを体系的に学習できます。
の検定試験において新傾向が出題されましたらすぐに追録していく
先輩社員のためのビジネスマナーテキスト（検定試験１級対応）
予定です。
ISBN978-4-88327-282-2／A5判／定価1,650円（本体1,500円）

- 「問題編」「解答用紙編」「解答解説編」「本試験形式模試編」の4
2014年5月15日発行
分冊で構成しておりますので授業でも扱いやすく、また解答には解
ビジネスマナー＠カレッジ（検定試験２級対応）
説を付していますので、独習にも適しています。
ISBN978-4-88327-283-9／A5判／定価1,430円（本体1,300円）
完全分類
全経簿記2級商業簿記
2013年3月1日改訂2刷発行
ISBN978-4-88327-626-4／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
ここからはじめるビジネスマナー（検定試験３級対応）
2020年4月15日発行予定
ISBN978-4-88327-284-6／B5判／定価1,100円
（本体1,000円）
完全分類
全経簿記3級商業簿記
2013年4月1日改訂3刷発行
ISBN978-4-88327-627-1／A4判／定価990円（本体900円）

■ビジネスマナー検定問題集

2020年4月15日発行予定
テキストに対応した問題集です。テキストの内容をどのくらい理解し

■全経簿記検定試験PAST【過去問類題】
ているか、この問題集で確認できます。

過去出題問題を必要に応じて改訂しています。(商店名、金額等も変更
ビジネスマナー検定問題集1級
しています。)「過去問」でありながら「次の」検定試験の対策にお役
ISBN978-4-88327-543-4／B5判／定価1,100円（本体1,000円）
立ていただける未来志向の答練問題集です。（解答用紙2セット付）
2018年4月1日発行
全経簿記検定試験PAST 2級商業簿記
ビジネスマナー検定問題集2級
ISBN978-4-88327-630-1／A4判／定価792円（本体720円）
ISBN978-4-88327-544-1／B5判／定価1,100円
（本体1,000円）
2020年4月15日発行予定／第190回類題〜第197回類題収録
2018年4月1日発行
全経簿記検定試験PAST 3級商業簿記
ビジネスマナー検定問題集3級
ISBN978-4-88327-631-8／A4判／定価748円（本体800円）
（本体680円）
ISBN978-4-88327-545-8／B5判／定価880円
2020年4月15日発行予定／第190回類題〜第197回類題収録
2018年4月1日発行

■ビジネスマナー検定実力錬成
■全経簿記直前模試【2020年5月・7月検定対策】

本試験形式の問題8回をパックにした対策教材です。これらの問題は規
全経簿記能力検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集です。過
定された出題範囲に含まれ、かつ社会生活の中で当然必要なスキルを身
去の出題傾向を分析し、8回分の模擬問題を収録しています。プリン

■ビジネスマナー検定リハーサルブック
■zkbkw(全経基礎簿記会計ワークブック)

ビジネスマナー検定試験の本試験形式問題集です。過去類題を8回収
全経簿記検定基礎簿記会計の出題内容に基づき、理論/計算/仕訳/勘定
録しています。本書出題の問題は規定された出題範囲に含まれ、かつ
記入/財務諸表、および非営利分野のそれぞれについて『学習の要点』
社会生活の中で当然必要なスキルを身につけられる問題ばかりですの
『例題』『練習問題』から構成されるワークブックです。
で、今後の検定試験にも継続的に出題されるとのことです。
ISBN978-4-88327-507-6／A4判／定価770円（本体700円）
ビジネスマナー検定リハーサルブック3級
2017年5月1日発行

ISBN978-4-88327-281-5／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
2011年9月15日発行

日商簿記
■日商簿記直前模試
全 経【155回検定対応】
文書処理
◎日商簿記検定試験対策の、本試験形式の模擬プリント集(8回分の模

■文書処理検定問題集【2020年度版】
擬問題を収録)です。実際の試験で確実に80点をとる実力をつけら
全経主催文書処理検定試験の出題規則に基づいて、科目ごと（技術常
れるように最低限必要な論点と問題内容に絞って作問しています。
識・国語力・入力・文書作成）に練習問題を豊富に収録しています。
◎プリント形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養う
文書処理検定問題集ワープロ２級【3分冊】
ことにもお役立ていただけます。
ISBN978-4-88327-649-3／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
日商簿記2級 直前模試
2020年4月1日発行予定
ISBN978-4-88327-638-7／A4判／定価1,100円（本体1,000円）
文書処理検定問題集ワープロ3・4級【3分冊】
2020年4月15日発行予定
ISBN978-4-88327-650-9／A4判／定価1,540円（本体1,400円）
日商簿記3級 直前模試
2020年4月1日発行予定
ISBN978-4-88327-639-4／A4判／定価880円（本体800円）
2020年4月15日発行予定

商業学習準備ノート
■商業学習準備ノート
本書は、これから商業系の勉強を始める高校入学前の生徒さんに授業
が始まる前に取組んでいただきたい練習ノートです。数字の練習、簡
単な計算、小遣い帳、日本語の言い回し、商業用語の漢字練習などで
構成しています。
ISBN978-4-88327-417-8／B5判／定価385円（本体350円）
2015年2月1日発行

につけられる問題ばかりですので、今後の検定試験にも継続的に出題さ
ト形式ですので、本試験を前に検定試験に臨む心構えを養うことにも
れるとのことです。（別冊①：冊子式解答用紙、別冊②：解答解説）
お役立ていただけます。
ビジネスマナー検定1級実力錬成（過去問4回＋模擬問4回）
全経簿記1級商業簿記・会計学
直前模試
ISBN978-4-88327-382-9／A4判／定価1,430円
ISBN978-4-88327-634-9／A4判／定価1,100円（本体1,300円）
（本体1,000円）

2014年6月1日発行
2020年4月15日発行予定
ビジネスマナー検定2級実力錬成（模擬問8回）
全経簿記1級原価計算・工業簿記 直前模試
ISBN978-4-88327-550-2／A4判／定価1,430円
ISBN978-4-88327-635-6／A4判／定価1,100円（本体1,300円）
（本体1,000円）
2019年5月15日発行
2020年4月15日発行予定
※ビジネスマナー検定リハーサルブック2級と同内容です。

■zbⅡ工業bw(全経簿記2級工簿ワークブック)
全経簿記検定2級工業簿記の出題内容に基づき、学習の要点/例題/練
習問題から構成されるワークブックです。
ISBN978-4-88327-608-0／A4判／定価880円（本体800円）
2019年4月1日発行
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