
2019 年度 認定ファシリティマネジャー（CFMJ）資格試験　受験申し込みご案内

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度は、2019年度 認定ファシリティマネジャー資格試験のお申し込みを頂きまして、まことにありがとうございます。
以下の書類をお送りいたしますので、ご確認ください。

 ・［受験票 A・B］及び［払込取扱票］（※記載内容をご確認いただき、異なる場合には、JFMA事務局までご連絡ください）
 ・「資格試験の受験申し込みご案内」（表面）及び「試験会場案内図」・「ご質問・お問い合せ先」（裏面）

  敬具　

①合格者ご本人に合格証を送付することによりお知らせします。 
　また、不合格者にも、その旨の通知書を送付します。 
②JFMAホームページに合格者の受験番号を掲載します。（http://www.jfma.or.jp/ 「合格発表」を参照）

［受験票Ａ］ には必ず 顔写真１枚を貼付してください。（タテ4.0cm×ヨコ3.0cm 最近６ヶ月以内で無帽・無背景） 
※期日までに、受験手数料が払い込みされない場合は、受験票は無効となります。 

試験日当日は、［ 受験票Ａ （当日回収します） ］、［ 受験票Ｂ （受験者様控え用） ］両方を必ずご持参ください。) 

［受験票Ａ・Ｂ］ についている ［払込取扱票］ を切り離して、郵便局にて 受験料を ５月23日（木）まで に必ず
払込みしてください。期日までに払込みが確認されない場合、受験できませんのでご注意ください。 
(注意) ・お振込の際には、払込取扱票の印刷内容に間違いがないかご確認ください。受領証は必ず保管しておいてください。 
　　　  ❶【郵便局窓口またはゆうちょ ATMからのお支払いをされる場合】（下記❶参照） 
　　　  ❷【「郵便局／ゆうちょ ATM」以外からお支払いをされる場合】（下記❷参照）（JFMA事務局 TEL：03-6912-1177） 

（３） 合格者の発表・合否の通知 ９月２日（月）予定 

（４） 「CFMJ」資格 新規登録申請受付 ９月３日（火）から 

②　［受験票Ａ］ に顔写真を貼付 

（２） 試験日 （学科試験・論述試験） ７月14日（日） 

（１） 受験申し込み 受付 

①　「受験料 21,600円」 の払込み　５月23日（木）まで  期限厳守！

❶【郵便局窓口／ゆうちょ ATM からのお支払いをされる場合】

「払込取扱票」（払込手数料は JFMA負担）は、郵便局窓口またはゆうちょATMのみ使用できます。
ほとんどのゆうちょ ATM が平日、土日９時～ 17 時のご利用が可能です。
ゆうちょATMの利用時間につきましては、ゆうちょ銀行ホームページでお確かめください。

❷【「郵便局／ゆうちょ ATM」以外からお支払いをされる場合】

★　「払込取扱票」を使用せず、ゆうちょ銀行口座間の「電信振替」を利用される場合、または、郵便局以外からお振込みをさ
れる場合は、下記の口座にお振込みください。（払込手数料はご本人負担となります。）
（口座記号番号）00190-3-356490 ／（口座名）公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会／（金額）21,600 円
※お振込の際には、必ず受験者名・受験番号をご入力下さい。（未記入の場合、払込本人の確認ができませんのでご注意下さい。）

★　他の金融機関やネットバンキングをご利用の場合は、下記の口座にお振込みください。（払込手数料はご本人負担となります。）
（銀行名）ゆうちょ銀行／（金融機関コード）9900／（店番）019／（預金種目）当座／（店名）〇一九店（ゼロイチキュウ店）／
（口座番号）0356490／（口座名）公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会／（金額）21,600 円
※お振込の際には、必ず受験者名・受験番号をご記入下さい。（未記入の場合、払込本人の確認ができませんのでご注意下さい。）

■ 2019 年度 認定ファシリティマネジャー（CFMJ）資格試験 試験日および時間割

試験日 時　間　割 試験の出題範囲
「公式ガイドファシリティマネジメント」 必須教科書

７
月
14
日

（日）

＊９：30～  ９：40 着席　注意事項説明（10分）
「公式ガイド　ファシ
リティマネジメント」
FM 推進連絡協議会
編、日本経済新聞出版
社発行

（注）
試験の出題範囲におけ
る❶、❷、❸、❹の範
囲の区分は、「公式ガ
イド　ファシリティマ
ネジメント」（必須教
科書）に基づくものと
します。

　９：40 ～ 10：40 ❶ FM 概論（60 分） 第１部　経営とファシリティマネジメント
・１章～３章

　10：40～ 11：00 休　憩（20分）

＊11：00～ 11：05 着席　注意事項説明（５分）

　11：05 ～ 12：35 ❷ FM 業務（90 分）
第２部　ファシリティマネジメントの業務

・４章～ 10章

　12：35～ 13：30 昼食休憩（55分）

＊13：30～ 13：35 着席　注意事項説明（５分）

　13：35 ～ 14：35 ❸ FM 知識（60 分） 第３部　ファシリティマネジメントの知識
・11章～ 15章　※第４部第 16章は除く

　14：35～ 14：55 休　憩（20分）

＊14：55～ 15：00 着席　注意事項説明（５分）

　15：00 ～ 16：30 ❹論述（90 分）

第１部～第３部
・ 実際の FM業務を行う上で必要な問題抽
出能力・問題解決能力
・ 相手に理解してもらうための表現力・提
案力・説得力

（注１）＊印の時刻には、注意事項の説明がありますので、必ず着席してください。
（注２）解答にあたり、法令については、2019年１月１日現在において施行されているものを適用します。
（参考）試験問題集　「最新４か年認定ファシリティマネジャー資格試験問題集（解説・解答付）」（JFMA発行）。
なお、上記教科書、問題集等は、JFMAホームページhttp://www.jfma.or.jp/（メニューバー＞書籍・報告書＞書籍紹介＞★印参照の上、
ご購入お申込み）から注文できます。また、同ページの

■２０１６(平成２８)年度 認定ファシリティマネジャー （ＣＦＭＪ） 資格試験 試験日 および 時間割 
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* 9:30 ～  9:40 着席  注意事項説明（10 分）  

＜基本的な参考書＞ 

１．「総解説ファシリティマネジメント」 

２．「総解説ファシリティマネジメント追補版」 

1．2．ともにＦＭ推進連絡協議会編、 

日本経済新聞出版社発行 

 

＜参考書＞ 

３．「ファシリティマネジメントキーワード集」 

資格更新講習委員会編 

ＦＭ資格制度協議会発行 

 

 

(注) 試験の出題範囲における①、②、③の範囲の

区分は、おおよその目安として、「総解説ファ

シリティマネジメント」 に基づくものとします。な

お、①の「ＦＭ全体にわたる知識および概要」

の範囲は、参考書の全てが対象になります。 

9:40 ～ 11:00 ①ＦＭの概論（80 分） 
・ＦＭ全体にわたる知識及び概要

・ＦＭに関わる社会情勢全般 

11:00 ～ 11:20 休 憩（20 分） 

*11:20 ～ 11:25 着席  注意事項説明（5 分） 

11:25 ～ 12:45 ②ＦＭの実務Ⅰ（80 分）

・統括マネジメント 

・プロジェクト管理 

・戦略 

・運営維持 

・中長期実行計画 他 

12:45 ～ 13:40 昼食休憩（55 分） 

*13:40 ～ 13:45 着席  注意事項説明（5 分） 

13:45 ～ 15:05 ③ＦＭの実務Ⅱ（80 分）

・目標管理と財務評価･品質評価･

供給評価 

・利用者満足度評価 他 

15:05 ～ 15:25 休 憩（20 分） 

*15:25 ～ 15:30 着席  注意事項説明（5 分） 

15:30 ～ 17:00 ④論述（90 分） 

・実際のＦＭを行う上で必要な 

問題抽出能力・問題解決能力 

・相手に理解してもらうための 

表現力・提案力・説得力 

 

(注 1) ＊印の時刻には、注意事項の説明がありますので、必ず着席してください。 

(注 2) 解答にあたり、適用すべき法律については、平成２８年１月１日現在において施行されているものとします。 

(参 考) 試験問題集 「最新４ヶ年 認定ファシリティマネジャー資格試験問題集 （解説・解答付）（ＪＦＭＡ発行）」。 

 

 

 

■２０１６(平成２８)年度 認定ファシリティマネジャー （ＣＦＭＪ）資格試験 受験者注意事項    

 

１．試験室は、当日試験場にて掲示します。（入室は８時４５分からです） 

試験開始１０分前までに、所定の席に着席して下さい。 

試験開始２０分以上遅刻した場合は、原則受験できません。 

 

２．当日必ず携行するもの、できるもの 

①受験票Ａ・Ｂ （受験票のない方は、受験できませんので案内係へお申し出下さい。） 

②本人確認用書類  

試験場にて、「受験票Ａ」の写真と受験者本人と照合させていただきます。その際、本人確認ができる書類を提示していた 

だきます。次のいずれか１点の書類 （コピーは不可） を必ずご持参ください。 

（本人確認書類の氏名、生年月日、住所等が受験申込書の記載内容と一致している必要があります） 

Ａ．写真付きの身分証明書 （運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、宅地建物取引主任者証、電気工事土免状、 

無線従事者免許証、会社・官公庁の職員の身分証明書、学生証） 

Ｂ．健康保険証、国民健康保険証、公の機関が発行した資格証明書 

③黒鉛筆 （ＨＢまたはＢ程度、シャープペンシルを含む。） ④消しゴム ⑤鉛筆削り ⑥腕時計 （計算機能のないもの） 

 

３．不正行為があった者及び試験室の秩序を乱す行為をした者、他の受験者に迷惑を及ぼす行為をした者には退場を命じます。 

４．試験中は、スマートフォン、無線通信機器、電卓、計算尺、計算機能等のある時計、電動消しゴム等は使用できません。 

５．答案用紙の記入は、答案用紙及び問題冊子の注意事項をよく読んでから記入して下さい。 

６．喫煙は指定場所でして下さい。ただし、試験時間中の喫煙は禁止します。 

７．欠席した試験科目以後の受験はできません。 

８．受験票Ｂは、合格発表まで大切に保管して下さい。 

なお、上記参考書、問題集等は、ＪＦＭＡホームページ http://www.jfma.or.jp/ （メニューバー＞ 書籍・報告書＞ 書籍紹介＞ ご購入お申込

み） から注文できます。 また、 同ページの         のアイコンからも購入できます。  

（ 裏面 「試験会場案内図」  へつづく ）

のアイコンからも購入できます。

■ 2019 年度 認定ファシリティマネジャー（CFMJ）資格試験　受験者注意事項

１．試験室は、当日試験会場にて掲示します。（入室は８時 45分からです）
　　１時限目は、試験開始 10分前（２時限目以降は５分前）までに、所定の席に着席して下さい。
　　試験開始から 20分以上遅刻した場合は、受験できません（ただし、天候異変や地震、交通障害等による場合を除く）。

２．当日必ず携行するもの、できるもの
　①受験票A・B（受験票のない方、写真未貼付の方は、受験できません）
　②本人確認用書類
　　 試験会場にて、「受験票A」の顔写真と受験者本人と照合させていただきます。その際、本人確認ができる書類を提示して

いただきます。次のいずれか１点の書類（コピーは不可）を必ずご持参ください。
　　（本人確認書類の氏名、生年月日、住所等が受験申込書の記載内容と一致している必要があります）
　　Ａ． 写真付きの身分証明書（運転免許証、パスポート、写真付き住基カード、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無

線従事者免許証、会社・官公庁の職員の身分証明書、学生証）
　　Ｂ．健康保険証、国民健康保険証、公の機関が発行した資格証明書
　③HB以上の黒鉛筆（シャープペンシル）④消しゴム ⑤鉛筆削り ⑥腕時計（計算・通信機能のないもの）

３．試験中は、スマートフォン、無線通信機器、電卓、計算尺、計算・通信機能等のある時計、電動消しゴム等は使用できません。
４．不正行為があった者及び試験室の秩序を乱す行為をした者、試験監理員の指示に従わない者には退場を命じます。
５．解答用紙は、解答用紙及び問題冊子の注意事項に従って記入して下さい。
６．試験時間中の喫煙は禁止します。休憩時の喫煙は指定場所でして下さい。（途中退出者は可）
７．欠席した試験科目以後の受験はできません。
８．合格発表は、９月２日の予定です。全ての受験者の方へ合否判定結果をお送りします。

  （裏面「試験会場案内図」　へつづく）

■ 2019 年度 認定ファシリティマネジャー（CFMJ）資格試験および資格取得までのご案内



2019 年度 認定ファシリティマネジャー（CFMJ）資格試験　「試験会場案内図」

■試験会場

札幌 北海道自治労会館

仙台 国際マルチビジネス専門学校

東京 学習院大学 目白キャンパス西５号館

名古屋 名古屋商工会議所

大阪 大阪科学技術センター

金沢 石川県教育会館

広島 RCC文化センター

高松 高松商工会議所

福岡 福岡商工会議所

※ 申し込みの際に希望した試験会場で受験していただきます。
　試験会場の変更は、転勤などのやむを得ない場合を除いて、
　原則として認められません。

※試験室に時計がない場合があります。
　腕時計（計算・通信機能のないもの）をご持参下さい。

※試験会場を変更する場合があります。
　あらかじめご了承ください。

【札　幌】北海道自治労会館
  札幌市北区北６条西７丁目 5-3
  ３階 中ホール

【仙　台】国際マルチビジネス専門学校
  仙台市青葉区中央四丁目 8-32
  ５階　501教室

【名古屋】名古屋商工会議所
  名古屋市中区栄 2-10-19　名古屋商工会議所ビル
  3 階　第 5会議室

【金　沢】石川県教育会館
  石川県金沢市香林坊 1-2-40
  2 階　第 1会議室

北國銀行・北國
新聞社出張所 金沢信用金庫

本店営業部

合同庁舎

東横イン金沢
兼六園香林坊

三菱東京UFJ銀行
金沢支店

かなざわ矯正
歯科クリニック

金沢エクセル
ホテル東急

日本銀行
金澤支店

香林坊
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大和
香林坊店

中央公園

石川県政記念
しいのき迎賓館

金沢中警察署
香林坊交番

市川四高
記念館香林坊

アトリオ

交通  ○JR線 「金沢」駅 7～9番バス乗り場から乗車「香林坊」下車 徒歩2分

石川県教育会館

注意事項  ○土足可・上履不要  ○食堂なし・昼食持参のこと
　　　　　　  ○駐車場なし・車バイク乗入厳禁（周辺駐車も禁止）

【広　島】RCC 文化センター
  広島市中区橋本町 5-11
  ７階　704号室

【高　松】高松商工会議所
  高松市番町 2-2-2
  4 階　402号室

【ご質問・お問合せ先】
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）
FM資格制度協議会事務局  試験担当　鈴木
〒 103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-13-6　浜町ビル 6階
電話番号：03-6912-1177  E-mail：touroku ＠ jfma.or.jp
FAX番号：03-6912-1178  URL：http://www.jfma.or.jp/

【東　京】学習院大学 目白キャンパス（休日の入口は正門、西門のみ）
  東京都豊島区目白 1-5-1
  西５号館（試験室は当日掲示します）

【大　阪】大阪科学技術センター
  大阪市西区靭

うつぼ
本町 1-8-4

  ７・８階　中ホール・701号室

【福　岡】福岡商工会議所
  福岡市博多区博多駅前 2-9-28
  4 階　407号室
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交通  ○JR線 「広島」駅南口（在来線側）から徒歩10分

　　　  ○広島電鉄 「銀山町」から徒歩5分

注意事項  ○土足可・上履不要  ○食堂なし・昼食持参のこと
　　　　　　  ○駐車場なし・車バイク乗入厳禁（周辺駐車も禁止）


