
インターネット知識度・活用能力度をオンライン試験で判定！ 

試験問題の詳細解説を公開！！ 

 

 

第34回「２級試験」（初・中級者対象） 

第29回「１級試験」（上級者対象） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験期間：２０１7年 ５月9日（火）10:00 

～５月18日（木）1６:00 

 
申込期間：２０１７年 ４月1日（土） 

～４月20日（木）必着 
 

 

 

 

 

 

１．旅行業・観光業界にお勤めのみなさま 

２．旅行業・観光業界を目指される学生のみなさま 

３．旅行業・観光業界にご関心をお持ちのみなさま 
 

 

 

 

 

 

 

主催： 
 

 

推薦：（社）日本旅行業協会 

こんな方に 

おすすめです 
 



◇ インターネット旅行情報士検定の特長 ◇ 

１．インターネットの仕組みを理解し、インターネット上の旅行情報を効率的に検索・活用できる能力を 

判定。 

２．１００分間のオンライン試験。 

インタ－ネットに接続できれば、試験期間内の自由な時間に気軽に受験できます。 

３．「インターネットの知識を問う問題」と「検索能力を問う問題」で構成。 

４．検索問題は旅行や観光情報に関するウェブサイトから出題。 

「最新の旅行情報収集に役立つ！おもしろいサイトを知った！」と好評です。 

５．試験終了後、解答だけでなく復習に役立つ詳細な解答・解説を公開します。 

 

◇ 認定基準と出題内容（参考） ◇ 

認
定
基
準 

インターネットの基本的知識があり、旅行情報を収集・活用出来る能力がある 

・インターネットの基本的な仕組み・機能、用語を理解している・基本的な検索能力を有する 

・合計得点７５％以上、かつ「基礎知識」「検索」の分野ごとに７０％以上の正解（目安） 

・資格有効期限はございません 

出
題
内
容
・
範
囲 

１００分間。５０問（予定）。 
（１）インターネットの仕組み・機能、用語に関する基礎知識問題 

（２）インターネットを使って旅行関連情報の検索能力を問う問題 

＊「旅行業プロのためのインターネット活用術」のテキスト内容を中心に出題 

 

 

認
定
基
準 

旅行業におけるパソコン・インターネット利用に関して職場で指導的役割が果たせる 

・小規模LANのネットワークを利用してインターネット・情報検索を 

業務に活用する最低限の知識を有する 

・セキュリティーを含めシステム運用に関する知識を有する 

・幅広いインターネット検索能力を有する 

・合計得点７０％以上、かつ「ネットワークとセキュリティー」「Webサイトの運用・管理」 

「検索」の分野ごとに７０％以上の正解（目安） 

・資格有効期限・・・認定から２年間 

出
題
内
容
・
範
囲 

１００分間。５０問（予定）。 
（１）ホームページやネットトラブル対策・セキュリティーなどの知識を問う問題 

職場のＩＴリーダーとして知っておくべきホームページ、ネットワーク、技術 

的・法的なセキュリティー・リスク対策などに関する知識。 

さらに、旅行業界を取り巻く最新のＩＴ情報に関する知識･用語について出題 

（２）インターネットを使って旅行関連情報の検索能力を問う問題 

海外英語サイトからの出題比重が高く、旅行や地理に関する幅広い知識が必要 

＊認定基準は偏差値を加味しますので各回により多少変動いたします。 

＊出題対象のOSは「Windows」 

＊上記出題内容・範囲はあくまでも参考です。上記以外から出題される場合もございます。 

 

＜参考図書＞  

１・２級共通「旅行業プロのためのインターネット活用術」 （発行：ＪＴＢ総合研究所） 

 

１級 「日経パソコン」（発行：日経ＢＰ社） 

日経NETWORKの「○超入門シリーズ」（発行:日経BP社）  など 

 

２級 

１級 



◇ 実施要項 ◇ 
 

201７年５月９日（火）10:00 ～ ５月1８日（木）16:00 

＊上記の期間中の自由な時間(24時間)に受験開始できます。 

 

 

201７年４月２０日（木） 必着 

 

 
１．試験日の約１週間前までに、受験票が郵送で届きます。 

（５月１日（月）までに受験票が届かない場合は、ご連絡をお願いいたします） 
２．試験期間中、試験専用サイトにアクセス、受験。 
３．６月下旬に、結果が郵送で届きます。 

（合格者受験番号は試験専用サイトで発表されます） 
４．詳細な解答・解説を試験専用サイトで確認・復習ができます。 

 

 
どなたでも受験できます。 

 

 
以下のMicrosoft Windows と Webブラウザー、および、アプリケーションソフトが 

搭載されていて、インターネットに接続できるパソコンがあれば、場所は自宅・会社等 

を問いません。 
≪ＯＳ≫ Microsoft Windows 10/8.1/7 

≪Webブラウザー≫ Microsoft Edge、Microsoft Internet Explorer 11/10、 

Google Chrome、Mozilla Firefox 

≪その他の必要なアプリケーションソフト≫ Flash Playerがインストールされていること 

＊ Internet Explorer の互換表示モード、および、Internet Explorer 11のエンタープライ

ズモードでは受験できません。 

＊ タッチパネルには対応していません。 

＊ Macintosh、LinuxなどのWindowsエミュレーション環境では受験できません。 

 

 

 

 

 

 

＊上記はお一人分・消費税込の受験料です 

＊グループ割引は、同時に４名以上でお申込みの場合適用となります。 

（必ずグループでまとめてお申し込み用紙をお送りください） 

＊一度ご納入いただきました受験料は原則としてお返しできませんので、 

ご了承の上、お申込をお願いいたします。 

 

 
【お申込に当たって】 

（１）申込書にご記入いただいたお客様の個人情報は、検定の実施・運営に関する必要 

業務の遂行以外に使用いたしません。 

（２）この申込用紙の各記入事項は、必ずご記入ください。 

（３）当社は、お申込みいただいた検定の目的達成および付随する各種業務の遂行に必要な範囲内で、 

お客様の個人情報の全部または一部を、当該業務委託先に預託することがあります。 

（４）個人情報に関しての当社問合せ受付窓口は、次のとおりです。 
〒105-0014 東京都港区芝3-23-1ｾﾚｽﾃｨﾝ芝三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ12F 

株式会社JTB総合研究所 観光教育事業部 

ＴＥＬ： 03-6722-0750  ＦＡＸ： 03-6722-0753 

  

 ２級 １級 

一般受験者 3,100円 5,200円 

グループ割引（４名様以上でのお申込） 
2,600円 4,200円 

インターネット活用術通信教育受講者 

試験期間 

受験資格 

必要システム 

受験料 

受験の流れ 

申込締切日 



 

下記の方法からご選択ください。 

＊グループ割引およびインターネット活用術通信教育受講者料金適用の場合は、 

「申込用紙を利用」してのお申込のみになります。 

 

○インターネットを利用 

ＪＴＢ総合研究所のホームページ（http://www.tourism.jp/） 

またはキャリタス資格・検定（https://shikaku.career-tasu.jp/）からお申込みください。 

お支払いは、コンビニ決済・クレジットカード決済を選択いただけます。 

 

○申 込 用 紙 を 利 用 
申込用紙に必要事項をご記入の上、 

（１）クレジットカード支払い ：郵送して下さい。 

（２）現金書留  ：現金書留封筒に受験料を同封し送付して下さい。 

（３）銀行振込  ：受験料をお振込み後、郵送して下さい。 

 

○コンビニの端末を利用 

コンビニに設置されている端末からお申込み手続きを行った上、 

コンビニにて受験料をお支払い、申込み完了となります。下記手順をご参照ください。 

セブンイレブン 

（マルチコピー機） 

資格 検定 受験をタッチ→ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ旅行情報士をタッチ 

→申込情報を入力→資格・検定試験代金払込票発券 

ローソン 

（Loppi） 

各種申込（学び）を含むボタンをタッチ→学び・教育をタッチ 

→各種検定試験申込をタッチ→ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ旅行情報士をタッチ 

→申込情報を入力→申込券発券 

ファミリーマート 

（Famiポート） 

申込・請求をタッチ→学び・教育を含むボタンをタッチ 

→資格・検定申し込みサービスをタッチ 

→ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ旅行情報士をタッチ→申込情報を入力→申込券発券 

サークルK・サンクス 

（Ｋステーション） 

学び・申込をタッチ→個人情報規約画面 

→ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ旅行情報士をタッチ→申込情報を入力→受付票発券 

 

 

 

◇ 試験過去問題 ＆ 解説について ◇ 

※試験終了後、解答だけでなく、解説を受験者の方のみに特典として公開いたします。 

※問題例をJTB総合研究所ホームページに公開しております。ぜひご覧下さい！  

 

 

 

お申込み・お問い合わせは ＪＴＢ総合研究所 
〒105-0014  東京都港区芝3-23-1 ｾﾚｽﾃｨﾝ芝三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ12F 

Tel：03（6722）0750    Fax：03（6722）0753 

ホームページ     http://www.tourism.jp/ 

申込方法 



201７年５月 インターネット旅行情報士検定 1・２級 受験申込書 

【一般申込、「インターネット活用術」通信教育受講者用】 

※太枠内に必要事項をご記入後、必ず郵送にてお送りください。（※□には、レ点をつけてください。） 

ふりがな ローマ字表記の氏名（合格証に印字されます） 受講番号(通信教育受講者のみ） 

氏名   

連絡先住所 □自  宅 □勤務先 

 〒      －            ℡   （    ） 
 

 

生年月日（西暦） 

   年  月  日 

性別 □男性  □女性 

会社名・学校名 Eメールアドレス（お持ちの方はご記入ください）＊緊急連絡用 

 

□自  宅 

□勤務先 

 

受験料  

※受講料は一人分・消費税込です。 ２級 １級 

一般申込 □  3,100円 □  5,200円 

「インターネット活用術」通信教育受講者 □  2,600円 □  4,200円 

 
合計金額 

               円 

【お支払方法】 下記よりご選択いただき□にレ点をつけてください。 

□銀行振込 
（下記銀行口座にお振込み後、この用紙に振込み日、振込銀行をご記入の上、郵便でお送りください） 

振込日・取扱銀行 201７年  月  日・      銀行    支店より振り込みました。 

指定銀行 
みずほ銀行 大手町営業部  普通預金口座   1392271 

受取人：株式会社 JTB 総合研究所 

□現金書留（この申込み用紙を現金書留の封筒に同封してお送りください） 

□クレジットカード（カード番号漏洩防止のため、申し込み用紙は必ず封書でお送り下さい） 

  利用クレジットカード 

□UC   □VISA   □JＣＢ   □マスター   □ダイナース   □AMEX 

カード会員番号（左詰めでご記入下さい）                 有効期限（月／年） 

 

 

 

セキュリティコード    署名（カードの裏面と同じもので申込ご本人に限ります） 

 

 

 

【必記入】 Web 上の「個人情報の取扱について」に掲載されているクレジットカードに関する個人情報の利用目的に、 

    □同意する        □同意しない   （※該当の□にレでチェックしてください） 

         

申込書送付先  

株式会社ＪＴＢ総合研究所 インターネット旅行情報士検定試験担当 

〒10５-0014 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 12F 

 

 ※以下の記載事項をご承諾の上、お申込ください。 
  また、弊社ホームページ上の「個人情報保護について」をご一読、ご承諾の上お申込ください。 
   ＪＴＢ総合研究所は、上記申込書の個人情報を以下の目的で使用します。 
    １．検定試験の受験票・結果送付およびお客様とのご連絡 
    ２．今後の営業案内の送付 

                

   

  



201７年５月 インターネット旅行情報士検定 1・２級 受験申込書 

【グループ割引（4名様以上）適用受験者用】 

 

下記太枠内に必要事項を明記の上、FAXでお送りください。 

（宛先）ＪＴＢ総合研究所 インターネット旅行情報士検定試験担当 

 FAX：０３－６７２２－０７５３  

 

 ※FAX でお送りいただいた後、別途、ご記入のアドレス宛に受験者名簿フォームをメールにてお送りいたします。       

受験者名簿フォームに受験者全員をご記入後、ご提出いただきますので、あらかじめご承知おきください。 

 

ふりがな 会社名・学校名 

ご担当者様  

連絡先住所（※受験票および受験結果は、こちらに明記いただいた住所にまとめてお送りいたします。） 

 〒      －             
 

 

℡    （    ） 

Eメールアドレス 

 

 

 

受験料 

 

 

 

※受講料は一名様分・消費税込です。 ２級 １級 

グループ割引適用   2,600円 ×   名  4,200円 ×   名 

 
合計金額 

           円 

  

 

受験料お支払方法 （銀行振込） 

  ※お支払期日につきましては、受験者名簿フォームをお送りする際に併せてご連絡いたします。 

指定銀行 
みずほ銀行 大手町営業部  普通預金口座   1392271 

受取人：株式会社 JTB総合研究所 

 

 

 

 ※以下の記載事項をご承諾の上、お申込ください。 

  また、弊社ホームページ上の「個人情報保護について」をご一読、ご承諾の上お申込ください。 

   ＪＴＢ総合研究所は、上記申込書の個人情報を以下の目的で使用します。 

    １．検定試験の受験票・結果送付およびお客様とのご連絡 

    ２．今後の営業案内の送付 


