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受付期間：2022年 4月11日（月）～ 5月27日（金）
※団体受験の受付は 5月20日（金）まで

２級
３級
受付期間：2022年 8月15日（月）～10月 7日（金）
※団体受験の受付は 9月30日（金）まで

資格試験資格試験
®®

文部科学省後援文部科学省後援文部科学省後援文部科学省後援

(株)東京インテリア家具、名古屋市立工芸高等学校、山陽女学園高等部
（株）リビングハウス、群馬日建工科専門学校、穴吹デザイン専門学校
中央工学校、麻生建築＆デザイン専門学校、新潟青陵大学短期大学部
宇都宮日建工科専門学校、修成建設専門学校、（株）迫田　         ※順不同

その他の受賞団体その他の受賞団体

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

学生奨励賞学生奨励賞学生奨励賞学生奨励賞学生奨励賞

小嶋里子 さん <株式会社東京インテリア家具＞［2021年秋期 2級］

長年、接客業に携わっています。日々の接客対応の中で、自分が正しくお客様と向
き合えているのか、自信が持てない場面が多々ありました。自身の仕事を振り返っ
て客観的に見つめ直す良い機会になると考え、リビングスタイリスト2級の試験を
受けてみることにしました。
勉強を進めていく中で、接客対応や言葉遣いだけでなく、同僚との関係、チーム
ワークの大切さを痛感しました。また、メーカー、卸売業、小売業のつながりや社会
的役割などを知ることができ、自分の仕事を違った視点から俯瞰して眺められる
ようになったと感じています。
合格を知り、とても嬉しく思っています。この資格試験の勉強を通じて知ることが
できた知識を日々の仕事の中でいかして、より成長していけたらと感じています。

南未鳳 さん <主婦＞［2021年夏期 2級］

最初は、いつか自分の家を建てる時の役に立てば…そんな気持ちからインテリア
や住生活商品に興味をもちました。どうせやるなら資格がとれるくらいしっかり
勉強したいと思い、結婚前は接客業をしていた事もあり、接客販売の知識もいかす
ことのできる「リビングスタイリスト」の資格取得を目指す事を決めました。
子育てをしながらの勉強となりましたが、時間を見つけてはテキストを開き、買い
物に行く際も様々な商品を実際に手に取り、関心を持つようになりました。
家は毎日過ごす場所。学ぶ事がたくさんありました。私たちの生活に関わる商品
は、本当に数多く存在しています。その商品知識だけでなく、流通知識、接客マナー、
ビジネスマナーやお客様への心遣いなど、幅広い知識を得ることができました。
その学びの結果、合格だけでなく最優秀賞受賞まで、とても嬉しく思います。様々
な事への興味・関心をこれからも大切にし続けていきたいです。

江良瑠衣 さん <駒沢女子大学＞［2021年秋期 2級］

わたしは大学で建築やインテリアについて学んでいます。
自分の将来に繋がる資格を取得したいと思い、リビングスタイリスト資格試験を
受験しました。
資格取得に向けての勉強を通して、お客様の要望に応えながら適切な商品を提案
できることが、リビングスタイリストにはとても大切だということを感じました。
そのため、商品の知識やお客様への対応方法など重要なことを細かく学ぶことが
できて良かったと思いました。
また、勉強を始めた際には知らないことが多く合格できるか不安でしたが、今回
合格できたことは自分の自信となり、将来の夢への第一歩となりました。
資格の勉強で培った知識をいかして、1級の取得に向けて頑張っていきたいと思い
ます。

佐藤美季 さん <中央工学校＞［2021年夏期 2級］

リビングスタイリストの試験を受けたきっかけは、学校の推奨する資格というこ
とと、主にインテリアに興味を持ち学んでいるので、絶対に自分にとって必要な資
格だと思い受験しました。
家具についてだけでなく、接客やマナー、一般常識など、働く上で大切なことを学
び自分のスキルアップになると思うと、より勉強に身が入りました。初めて知るこ
とも多く、受験してよかったと思います。
コロナ禍ということで問題も例年とは違い、生活の変化に目を向けていないと答
えられない問題もあり、正直、合格しているのか不安でした。
リビングスタイリストとして勉強したことがしっかり身についているということ
が認められて、頑張ってよかったと思いました。将来はこの資格をいかして、お客
様の希望に添うことのできるプロになれたらと思います。

表彰者の声表彰者の声

上田情報ビジネス専門学校上田情報ビジネス専門学校

京都光華女子大学短期大学部京都光華女子大学短期大学部

甲南女子大学甲南女子大学

専門学校 札幌デザイナー学院専門学校 札幌デザイナー学院

町田・デザイン専門学校町田・デザイン専門学校

東北文化学園専門学校東北文化学園専門学校

リビングスタイリスト資格試験において、著しく好成績を納めた方を表彰する制度です。
1.最優秀賞： 受験者のうち、最高得点の方を表彰。複数人いる場合は全員を表彰。
2.学生奨励賞： 学生の受験者のうち、好成績を納めた方を表彰。
3.団体奨励賞： 受験者が好成績を収めた団体。

表彰制度
とは

表彰制度
とは

団体奨励賞　受賞団体団体奨励賞　受賞団体団体奨励賞　受賞団体団体奨励賞　受賞団体団体奨励賞　受賞団体

※一部を抜粋・要約

公式テキスト

過去問題集

リビングスタイリスト資格試験

1級・2級公式テキスト
発 　 行： (一社)日本ライフスタイル協会
発 　 売： (株)ハウジングエージェンシー
定 　 価： 2,640円（本体 2,400円＋税）
サ イ ズ： B5判

リビングスタイリスト資格試験

3級公式テキスト
発 　 行： (一社)日本ライフスタイル協会
発 　 売： (株)ハウジングエージェンシー
定 　 価： 1,980円（本体 1,800円＋税）
サ イ ズ： B5判

リビングスタイリスト資格試験

過去問題集［2022］
発 　 行： (株)ハウジングエージェンシー
発 　 売： (株)ハウジングエージェンシー
定 　 価： 2,420円（本体 2,200円＋税）
サ イ ズ： B5判

※お近くの書店にない場合、㈱ハウジングエージェンシー（03-3361-2831）へお問合せ下さい。※お近くの書店にない場合、㈱ハウジングエージェンシー（03-3361-2831）へお問合せ下さい。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-6
TEL：03-6908-9881

 （9：30～18：30 土日祝・年末年始を除く）
E-Mail：kentei@housing-a.co.jp

個人情報の取り扱いについて
１、一般社団法人日本ライフスタイル協会および業務受託者である株式会社ハウジングエージェンシー、株式会社建築資料

研究社は、お申込みいただいた方の個人情報を、各法人のプライバシーポリシーに基づき適切に管理致します。
２、お預かりした個人情報は、受験料の収受、受験票の発送、試験結果の発送等リビングタイリスト資格試験の実施・遂行の
ために利用するほか、個人が特定されない形で資格試験の運営と質の改善のために使用させていただきます。また、一般
社団法人日本ライフスタイル協会および業務受託者の各種ご案内（資格試験関連情報、研修講座案内、新設検定

　　案内、イベント、アンケート等）を適切な通信手段を用いて送付させていただく場合があります。
３、一般社団法人日本ライフスタイル協会および業務受託者は、上記２の利用目的達成のために必要な範囲内において、
　　個人情報の適切な契約を締結したうえで、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合があります。

「個人情報の取り扱いについて」ならびにその他の受験申込書の記載事項をあわせてご確認の上、お申込みください。
お申込みされた方は、受験要項に記載された全ての事項に同意されたものとみなします。

※ 2022年4月上旬発売予定。

2022-LSyou-a-c22022-LSyou-a-c2

ハウジングエージェンシー資格・検定センター
リビングスタイリストお問合せ先

※１ リビングスタイリスト資格試験は、一般社団法人日本
ライフスタイル協会が主催する資格試験です。

※２ 一般社団法人日本ライフスタイル協会はリビング
　　スタイリスト資格試験の業務の一部を株式会社

ハウジングエージェンシー、株式会社建築資料研究社
へ業務委託しております。

※１ リビングスタイリスト資格試験は、一般社団法人日本
ライフスタイル協会が主催する資格試験です。

※２ 一般社団法人日本ライフスタイル協会はリビング
　　スタイリスト資格試験の業務の一部を株式会社

ハウジングエージェンシー、株式会社建築資料研究社
へ業務委託しております。
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2019年～2021年度に実施した試験から
1級2回、２・3級4回を抜粋して問題と解答を収録
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払込票兼申込書の記入例 (個人用)

※この受験要項に挟み込まれている「払込取扱票」は申込書を兼ねています。
　下記①～⑪は全て必要項目です。はっきりと分かりやすい文字で、漏れのな
　いようご記入下さい。

下記11点を「払込取扱票」にご記入下さい。

①希望する受験級の      に○してください。
②氏名・フリガナ
　※フリガナも必ずご記入下さい。

③メールアドレス
　※ご連絡は主にEメールで行います。
　ドメインを受信設定するなど、必ずメールを
　受け取れるようにして下さい。
④電話番号
⑤現住所
　※アパート・マンション名、部屋番号を必ずご記入下さい。

⑥生年月日
　※西暦で記入してください。

⑦性別
⑧会場コード
　※希望の受験地を右記の会場コードから選び、
　　番号を記入して下さい。

⑨業種コード
　※勤務先の業種を右記の業種コードから１つ選び、
　　番号を記入して下さい。複数にまたがる場合は、
　　主たるものを１つ選ん記入してください。

⑩勤務先・学校名
⑪受験料の合計金額
　※希望する受験回・受験級［併願（複数級受験）の場合は
　　受験する各級］の合計金額をご記入下さい。

記入上の注意

◆ 業種コード表
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9

1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7

インテリア・家具

百貨店・小売店

ファブリック

サービス

住宅会社

建築・不動産

住宅リフォーム

建材会社

設計・デザイン

設備機器

教育機関

医療・福祉

公務員

学生

主婦

無職

その他　

◆ 会場コード表

東京0 3 0 5 大阪

0 2 仙台 名古屋0 4 0 6 福岡

kentei@housing-a.co. jp 0  3

東京都新宿区西新宿7-16-6　森正ビル402

資格　花子
シ カ ク  　 ハ ナ コ

リビングスタイリスト
専門学校1 6 0    0 0 2 3

1985 　 1  　  1

 03       6908       9881

0  7
②②

①①

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑩⑩
③③

⑦⑦

⑪⑪

⑧⑧ ⑨⑨

団体受験について

3級：4,800円（一般）/4,500円（団体） 2級：6,600円（一般）/6,000円（団体）

仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、団体（全国）

夏期試験

受付期間

会　場

2022年 7月 3日(日)
4月11日（月）～5月27日（金）個人

団体 4月11日（月）～5月20日（金）  

合否通知発送日受験票発送日 6月10日（金） 8月 5日（金）

学校や会社などを試験会場とする団体受験
も可能です。受験料の割引や、担当者が受験
者全員の成績が記載された「成績一覧表」を
取得できるなどのメリットがあります。
ご希望の団体には団体受験専用の案内書
をお送りしますので、お気軽に
お問合せ下さい。

リビングスタイリスト資格試験実施要項リビングスタイリスト資格試験実施要項

各級とも満点の70％（難易度による調整あり。）

マークシート方式

制限はありませんので、どなたでも受験できます。併願受験も可能。

マークシート方式

3級（５０分） 2級（9０分）

小売流通、接客販売、ビジネスマナー、
家具、照明、アクセサリーなど。
以上のような小売流通に関する基本を
理解している。

情報、マーケティング、法規、設備など。
3級の内容に加え、以上のような事柄を
十分に理解している。

２級 ３級

東京、名古屋、大阪、福岡、団体（全国）

秋期試験

受付期間

会　場

2022年11月 13日(日)
8月15日（月）～10月 7日（金）個人

団体 8月15日（月）～ 9月30日（金）  

合否通知発送日受験票発送日 10月28日（金） 12月12日（月）

２級 ３級

リビングスタイリストとは？リビングスタイリストとは？

リビングスタイリストの仕事リビングスタイリストの仕事

　インテリアや住生活商品等を扱う流通業界において、多様化するお客様の
ニーズに対応するためには、幅広い知識とそれを支える接客マナーが重要な
ポイントとなります。リビングスタイリストは、そんな販売の現場において
十分な技術を身につけた接客・販売スタッフとして活躍しています。
　リビングスタイリストは、店頭で商品の魅力を説明するだけではなく、お客
様のライフスタイルを把握し、最も適切な提案を行う能力を持っています。
　そのため、高い顧客満足を実現する人材として、現在、流通業界から注目を
集めています。

　リビングスタイリストは非常に幅広い分野の仕事に関わることができます。
住生活商品の接客販売はもとより、住宅やリフォームに関わるインテリアや
エクステリアのプランニング、販売業務に伴う事務処理、商品管理や顧客管理、
アフターサービスなどに携わるリビングスタイリストが増えています。

　1級 145名 131名 83名 63.4％
　2級 1,364名 1,330名 1,015名 76.3％
　3級 389名 362名 315名 87.0％

 志願者数 受験者数 合格者数 合格率

リビングスタイリスト受験データ（2021年度）リビングスタイリスト受験データ（2021年度）

リビングスタイリスト受験者の主な在籍先リビングスタイリスト受験者の主な在籍先

イオンリテール（株）
（株）東京インテリア家具
（株）ニトリ
（株）大丸松坂屋百貨店
パナホーム（株）
（株）良品計画
（株）大塚家具

カリモク家具販売（株）
TOTO（株）
（株）島忠
積水ハウス（株）
（株）そごう・西武
東京ガス（株）
（株）LIXIL

住友不動産シスコン（株）
タカラスタンダード（株）
（株）リビングハウス
富士家具工業（株）
（株）三越伊勢丹
（株）迫田

〈その他約130社〉

〈学校〉

〈企業〉

札幌デザイナー学院
八戸工業大学
創学館高等学校
東北電子専門学校
東北文化学園専門学校
文化デザイナー学院
宇都宮日建工科専門学校
中央情報経理専門学校
群馬日建工科専門学校
国際理工情報デザイン専門学校
千葉県立市川工業高等学校
中央工学校
大妻女子大学

駒沢女子大学
町田・デザイン専門学校
新潟日建工科専門学校
新潟青陵大学短期大学部
上田情報ビジネス専門学校
仁愛女子短期大学
静岡英和学院大学
デザインテクノロジー専門学校
名古屋市立工芸高等学校
岐阜市立女子短期大学
岐阜県立中津川工業高等学校
京都光華女子大学短期大学部
中央工学校OSAKA

大阪デザイナー専門学校
修成建設専門学校
甲南女子大学
広島ビジネス専門学校
比治山大学短期大学部
穴吹デザイン専門学校
河原デザイン・アート専門学校
広島工業大学専門学校
山陽女学園高等部
専門学校穴吹デザインカレッジ
麻生建築＆デザイン専門学校
宮崎県立宮崎工業高等学校

〈その他約160校〉

※1級は 2020 年度データ。

▼申込と払込（いずれかの方法でお手続下さい）

▼受験票発送／受験▼受験票発送／受験

▼合否通知発送▼合否通知発送

申込・払込方法と受験の流れ申込・払込方法と受験の流れ

パソコン・スマートフォンでハウジングエージェンシー
資格・検定センターホームページ「受験申込フォーム」より
お申込ください。

ネットバンキングもしくは銀行、コンビニなどのATMで、受付期間の最終日までに
下記の指定口座へ受験料をお支払いください。

※お申込の際に登録したメールアドレスへお支払いのご案内が自動返信で届きます。
※ドメイン指定受信の設定をお願いします。　［ドメイン指定］@housing-a.co.jp

※専用の「払込取扱票」に記入漏れのないようにはっきりと
わかりやすい文字で丁寧にご記入ください。

※受験票が届かない場合は、試験日の10日前までに必ずハウジングエージェンシー
資格・検定センター（TEL03-6908-9881）までご連絡ください。なお、ご連絡がな
く、受験できなかった責任は負い兼ねます。あらかじめご了承ください。

※合否、採点に関するお問い合わせにはお答えできません。また、ホームページでの
公開はございません。ご了承ください。

同封の「払込取扱票」は申込書を兼ねております。必要事
項を記入後、郵便局の窓口、もしくはATMから受験料を受
付期間の最終日までにお支払いください。（必ず専用の
「払込取扱票」をご使用ください。）
受験料のお支払いと同時に受験申込完了となります。

受験票発送日に受験票、会場地図を発送いたします。
当日、受験票を持参して受験してください。

合否に関わらず、合否通知発送日に合否通知を発送します。

� � � � � ���� � � �� � � � �� � �� �� � ��� ��  � �  ��

記号：00150-7　番号：121460

他の金融機関からゆうちょ銀行へ振込
店名（店番）：〇一九店（019）
預金種別：当座　口座番号：0121460

・ゆうちょ銀行

加入者名：株式会社 ハウジングエージェンシー
 カ）ハウジングエージェンシー

支店名：新宿新都心支店　預金種別：普通
口座番号：1025745

・三菱UFJ銀行

口座名：株式会社 ハウジングエージェンシー
          カ）ハウジングエージェンシー

払込締切日:受付期間の最終日

＊併願（複数級受験）の場合は、合計金額をお支払いください。
＊払込手数料はご負担ください。
＊払込受領書は受験票が届くまで、大切に保管してください。

＊受験料を払い込んだ後の受験料の返金および次回への振替は、いかなる
理由でもできませんのでご注意ください。インターネットからのお申込の場合インターネットからのお申込の場合

郵便局（払込取扱票）でお申込の場合郵便局（払込取扱票）でお申込の場合

連絡先電話番号として携帯電話番号をご登録された方へ

試験日直前や当日に災害・天変地異・広域な交通機関の乱れ等が発生し、試験催行に支障
をきたす恐れがある場合、および受験料のお支払いが確認できない場合、携帯番号宛
にショートメール（SMS）をお送りする場合があります。

受験料 ( 税込 )

合格ライン

程度と内容

試験方法

受験資格

ご 

注 

意

 

公開はございません。ご了承ください。

合格証書
（A4サイズ）

合格カード
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