試験
日程

下記 7. にて、ご希望の試験会場
（テストセンター）
と時間をご自身で予約していただきます。
予約可能な具体的な日時については、ピアソンVUE社のウェブページをご覧ください。

1.

取得

世界共通

。
APICS IDをお持ちでない方は、下記のホームページからID番号を取得してください（無料）

http://www.apics.org/newuser

▲

APICS IDの

サプライチェーンマネジメントの国際資格
資格取得のお勧め

CPIM / CSCP / CLTD / SCOR-P

①日本生産性本部 コンサルティング部 グローバル・マネジメント・センターにアクセスしてください。
登

録

3.

受験（試験
クレジット）料
お支払い

4.

申込から受験まで

入金の確認と
試験クレジット
発行の案内

▲

2.

APICSは1957年に米国・シカゴで設立され、

http://apics.jp/ （日本生産性本部のAPICS の日本語ホームページ）

全世界100か国以上で292の地域チャネルパートナーを持つ

②受験を希望する試験の案内 Certification Bulletinを確認してください。
③受験申込様式Registration formをダウンロードし、必要事項を記入のうえ、
に送信してください。
WORDファイル添付にてAPICS担当窓口（gmc@jpc-net.jp）

SCM（サプライチェーン・マネジメント）に関する
教育と資格認定を専門とする世界最大の団体です。

APICSが認定するSCMの国際資格CPIMおよびCSCPは

受験料のお支払いは、銀行振込にてお願いします。以下のいずれかの銀行口座にお振り込みください。
●みずほ銀行 渋谷中央支店 当座 0110333 ●三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 当座 9003703
●三井住友銀行 東京営業部 当座 257613 ●りそな銀行 渋谷支店 当座 803312

最も権威のある資格として認知されていて、
資格保有者はSCMのプロフェッショナルとして
世界中で高く評価されています。

・恐れ入りますが、銀行振込手数料は、お客様にてご負担ください。
・日本生産性本部から領収書／請求書を発行することも可能です。

CPIMは全世界で10万人以上、CSCPは2万人以上が
有資格者として登録されています。

①入金が確認でき次第、Eメールで確認通知を送信します。
②同時に試験クレジットの有効期限をお伝えいたします。

NEW!

・ご不明点等がございましたら、APICS担当窓口（gmc@jpc-net.jp）
にご連絡ください。

業種を問わずこのような方にお勧めします

①APICSのサイトから受験許可
（Authorization to Test）
を申請してください。
受験許可
（ATT）の申請

http://www.apics.org/att

▲

5.

②Payment
（支払い）
の項目にExam Credit
（試験クレジット）
がありますので、
それを選択してください。
・上記 2. 3. 4.を経ずに、5.の段階でクレジットカードのドル支払いも可能です。

6.

ATTメールの
受信

7.

試験会場と
時間の予約

8.

試験当日

APICSよりATTのメールが送信されます。内容をよくご確認ください。
メールが届かない場合や修正がある場合は、exams@apics.org へご連絡ください。
ピアソンVUE社のサイトのAPICSのページにて、試験会場と時間を指定し、
予約してください。
上記5.のATT手続き時に自動的に移動します。
当日、指定したピアソンVUE社の試験会場で受験してください。
（CPIM：3 時間／CSCP：4 時間／CLTD：3 時間30分 ※CPIM Part1/Part2は各3時間30分）
終了後に合否結果が出されます。

受験

︵税込︶

︵試験クレジット料
︶

■CPIM
（BSCM/MPR/DSP/ECO/SMR）：35,000円（APICS会員）／45,000円（一般）
（Part1/Part2）
：59,000円（APICS会員）／77,000円（一般） ※2017年夏開始予定
■CPIM
■CSCP：98,000円
（APICS会員）／122,000円（一般）
最新価格は別紙ご参照ください。
（APICS会員）／63,000円（一般）
■CLTD：57,000円
■SCOR-P：研修とセット3,730ドル（APICS会員）／4,640ドル（一般）
※価格は2017年1月現在。日本生産性本部 apics.jpホームページからRegistration Formでご確認ください。

お問い合わせ

試験方法

■CBT
（コンピュータ）
形式
・解答の選択肢を画面上で選ぶ方式です。
・試験はすべて英語で行われます。
・受験後、その場で採点が行われます。

その他、企業内での研修や資格準備の研修など、
お気軽にお問い合わせください。
〒150 - 8307 東京都渋谷区渋谷 3 - 1 - 1
公益財団法人 日本生産性本部 コンサルティング部
グローバル・マネジメント・センター
（GMC）
● TEL ： 03 - 3409 - 1130 ● FAX ： 03 - 3797 - 1810
● HP ： http://apics.jp ● Mail ： gmc@jpc-net.jp

2017年夏より、現在 5 科目合格が必要なCPIMが、
（Part 1 / Part 2）
合格で取得できるようになります。
2 科目

需要予測、生産計画、
在庫管理、S＆OPに
携わる方

複数部門間にわたる
生産・在庫の
統合的管理を行う方

海外と購買・
調達マネジメントや
統合化に携わる方

受発注システムや
ERPのシステム
構築やその支援を行う方

グローバル企業への
就職を希望する学生、
キャリアアップを目指す方

APICSの重要性
◆全世界共通の言語・知識体系により人材・業務を標準化
◆国をまたいだ組織間でも、効果的なSCMを構築
今日では、製品もサービスも、原料調達から消費市場までグローバルな広がりをもったサプライチェーンに
依存して成り立っています。その製品やサービスには「グローバル市場に対応した標準化に即していること」
が求められますが、それと同じように、個人についても世界の人たちと「共通言語によるコミュニケーション
能力」を持っていることが重要になります。
日本でよく使われている「和製英語」が通じなかったり、海外の一般的な言い方が日本では使われていな
かったりする例は沢山あります。また、同じ言葉が企業間や、企業の中の部門によって異なった内容を意味す
ることもしばしば経験します。
サプライチェーンは異なった組織や国をまたがって共通の目的のために働く仕組みですから、効果的で効率
的なサプライチェーンを構築して、運営していくためには、組織間で共通な知識体系を保有していることが必
要であり、共通の用語がその基盤となります。
APICSの知識体系は、世界中で使用されているERPの考え方のバックボーンともなっています。「共通言語
による標準化」を強く意識しているAPICSの知識体系を学習することで、そうした基盤やバックボーンを身に
つけることができます。これからのサプライチェーンの専門家を目指して、国際的に広く認められている世界
標準の業務知識フレームの習得にチャレンジしてはいかがでしょうか。

公益財団法人 日本生産性本部
コンサルティング部
グローバル・マネジメント・センター
（GMC）

http://apics.jp/

4種類の資格
■CPIM

（Certified in Production and Inventory Management）

生産管理や在庫管理におけるプロフェッショナルな
能力の基準として、世界的に認知されています。

1973年以来10万人以上が同資格の認定を受けてい

SCM戦略

APICSの学習と受験用教材
調達

計画

需要管理 在庫管理

ロジス

CRM

SRM ティクス

IT

Master
Customer
Supplier
SCM
Planning
Inventory Relationship Relationship Logistics &
IT
strategy and Procurement Production Demand
Management Management Warehousing technology
Management
Control
planning
S&OP,MRP,
（CRM）
（SRM）
ERP

CSCP

ていることもあります。

SCM全般についての
理解

■CSCP

（Certified Supply Chain Professional）

略設計、導入、管理運営に関する主要な概念、それ

■SCOR-Professional

グローバルなロジスティクスと輸配送が中心的分野。

SCORモデルを用いてグローバルなサプライチェー

これを理解し評価できる能力を持っていることの資

ンのパフォーマンスを評価しマネジメントする能力

格認定
（Certification）
です。2017年から提供が開

を有することの資格保証
（Endorsement）
です。英

始されました。

語での研修とパッケージになった専門家向けのもの

（Supply Chain Operations Reference-Professional）

です。

資格取得によるメリット
個

業

人

・サプライチェーン・マネジメントの専門職として海外の
関係先から高い評価が得られます。
・グローバル・スタンダードの知識体系や専門用語を

・CPIM・CSCPを採用条件や昇格条件にすることに

用いることで、海外の関係先とのコミュケーションが

より、サプライチェーン・マネジャーのレベル合わせが

円滑になり、より創造性の高い業務に注力できます。
・CPIM・CSCPの資格を保有し、APICSのグローバ

・社員にCPIM・CSCP習得を推奨・助成することで、
サプライチェーン・マネジャーの育成と動機付けを促し

ルコミュニティを活用することで、多国間オペレーショ
ンに携わる専門家とのネットワークを構築できます。

ます。

■APICSを活用している多国籍企業（一部）
◎3M
◎Abbott
◎Apple
◎BASF
◎Boeing
◎Boston Scientific
◎Bristol-Myers Squibb
◎Cisco Systems

◎Coca-Cola
◎Dow Chemical
◎DuPont
◎General Electric
◎General Motors
◎GlaxoSmithKline
◎HP
◎IBM

販売しています。

http://www.apics.org/productcatalog/
search-products
http://apics.jp/（日本生産性本部）

△

■CLTD

できます。

日本語の対訳版APICS Dicitionaryも

△

識を持っていることを認定する資格です。

と生産性向上を実現します。

本部を通じて購入することも可能です。日本生産性本部では、

◆教材購入のためのURL

らを合理化や効率の改善のために組織に適用する知

ビジネス・コミュニケーション効率が向上し、顧客満足

ます
（すべて英文）
。

企業の内部プロセスに
ついての深い理解

おり、2万人以上が認定を受けています。SCMの戦

・多国間オペレーションや多国籍企業クライアントとの

験の学習用に開発されたLearning Systemが提供されてい

CPIM

グローバルなサプライチェーンを意識して作られて

企

試験概要解説のCPIM Exam Content Manual、また各試

APICSのサイトで直接お買い求めいただいたり、日本生産性

て、アジアを含めて海外では求人の資格要件になっ

（Certified in Logistics, Transportation, and Distribution）

■APICS提供の自習用教材（英語教材）

学習方法と学習期間の目安
■学習方法と学習期間の目安

Participant workbook、およびCDの問題集を購入し、問題集の9割程度が理解できることが受験の目安と
お考えください。CPIMの場合は1科目につき概ね1〜2か月、50時間が学習期間の目安です。5科目を繰り
返すため6か月から1年が資格取得までの学習期間の目安です。ただし新しい制度ではPart1とPart2の2科
目になります。現在のBSCM科目合格は、新しい CPIM Part1合格とみなされます。
CSCPは1科目ですが6か月〜 1年が学習期間の目安とお考えください。日本ビジネスクリエイト主催でトレー

ニングコースも実施されています。

■合格率と学習に必要な英語力

絶対評価の試験で合格率は60%程度です。問題集をこなせば合格ラインに達することができます。試験問

題はすべて英語ですが、それほど高い英語力は要求されません。むしろAPICSの専門用語を習熟することで
合格に近づくことができます。おおむねTOEIC600点を超えている人であれば十分挑戦できます。

◆資格取得に向けて勉強されている方／企業内で活用されている方（例）
◎MBAコースに通う社会人大学生ですが、仕事ではサプライチェーンに携わる業務を担当しています。今回、サプライ
チェーン全体にわたる理解を深めるために、CSCPの勉強を始めようと思っています。CPIMとは違い、一度の試験に
合格すれば資格取得できるのも魅力です。韓国などでは、グローバル企業への就職のために取得する人もいると聞いて
います。自分の知識を広めたり体系化するとともに、キャリアアップにつながることも期待しています。
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

◎Intel
◎Johnson & Johnson
◎LG
◎Mercedes-Bentz
◎Merck
◎Microsoft
◎Nestle
◎Novartis

◎Oracle
◎P&G
◎PepsiCo
◎Pfizer
◎Samsung
◎Saudi Aramco
◎Unilever
◎Wipro （アルファベット順）

◎ ERPシステムを海外も含めた拠点で使用しており、当社でも導入してから数年が経過しています。しかし、ERPシステム
の生産計画・購買・資材関連などの機能を十分に活用できていない状態で、もう一度基本からトレーニングを実施する予
定をしています。そしてそのERPのトレーニングの前に、APICSのCPIMのBSCM教材を活用して研修を実施しました。
システムに依存しないMRPやMaterials Managementのコンセプト・仕組みの理解を深めることができたと思います。
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

◎当社ではS&OPのグローバル展開にあたって、言葉の定義の共通化の必要性を痛感するなかで、APICS Dictionaryの
対訳版は、SCMに関連する幅広い分野をカバーして、グローバルで標準化した定義が日英表記されているため、日本
本社と海外支社との認識共有に、非常に役に立っています。

