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                                                                 Yearly schedule in 2022 

                                      Centre Number:   JP004 

                                      Centre Name:    Luna International 

 

Please complete this form in English, in CAPITAL LETTERS. 

Use a new form if you are applying for more than one examination. 

 

   
Exam schedule in 2022 (Summer)⇒Applicable Online 
 
* You can register online only for Summer session currently, we will open the registration for the Winter 
session later. You are able to apply for any of levels by mailing. 

 ✔ Level Venue Exam date day Closing date Exam fee 

  A2 Key 松本 Matsumoto, Nagano May 7, 2022 Sat (pm) Mar 27(Sun) 11,400 

 B1 Preliminary 松本 Matsumoto, Nagano May 7, 2022 Sat (am) Mar 27 (Sun) 13,600 

 B2 First 松本 Matsumoto, Nagano Jun   4, 2022 Sat Apr 24 (Sun) 21,850 

 B2 First 名古屋 Nagoya,Aichi Jun 18, 2022 Sat  May   8 (Sun) 21,850 

 C1 Advanced 松本 Matsumoto, Nagano Jul    9, 2022  Sat  May 29(Sun) 24,050 

 A2 Key for Schools 松本 Matsumoto, Nagano Jul  24, 2022 Sun (pm) Jun  12 (Sun) 11,400 

 B1 P for Schools 松本 Matsumoto, Nagano Jul  24, 2022 Sun (am) Jun  12 (Sun) 13,600 

  B2 First for Schools 松本 Matsumoto, Nagano Jul  23, 2022 Sat  Jun  12 (Sun) 21,850 

 

 

  

Exam schedule in 2022 (Winter) 
* applicable online after  the summer session. 
 

  

 

✔ Level Venue Exam date day Closing date Exam 

fee 

  A2 Key 松本 Matsumoto, Nagano Nov 12, 2022 Sat (pm) Oct   2 (Sun) 11,400 

  B1 Preliminary 松本 Matsumoto, Nagano Nov 12, 2022 Sat  (am) Oct   2 (Sun) 13,600 

  B2 First 長野   Nagano Nov   5, 2022 Sat Sep 25 (Sun) 21,850 

  B2 First 名古屋 Nagoya,Aichi Dec  10, 2022 Sat Oct 30 (Sun) 21,850 

  A2 Key for Schools 松本 Matsumoto, Nagano Oct  30, 2022 Sun (pm) Sep 18 (Sun) 11,400 

  B1 P for Schools 松本 Matsumoto, Nagano Oct  30, 2022 Sun (am) Sep 18 (Sun) 13,600 
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YLE ：Exam schedule in 2022 （Open sessions） 

 
 *The timetable  will be finalized  after the closing date.   
 Please be available all day of the exam day.                                     
 

✔ Level Venue Exam date day Closing date Exam 

fee 

 Starters 名古屋 Nagoya, Aichi Jun 19, 2022 Sunday  May 1(Sun) 6,700 

  Movers 名古屋 Nagoya,Aichi Jun 19, 2022 Sunday  May 1(Sun)) 7,300 

  Flyers 名古屋 Nagoya,Aichi Jun 19, 2022 Sunday  May 1(Sun) 7,850 

  Starters 松本 Matsumoto, Nagano Oct 23, 2022 Sunday  Sep  4 (Sun) 6,700 

 Movers 松本 Matsumoto, Nagano Oct 23, 2022 Sunday  Sep  4 (Sun) 7,300 

  Flyers 松本 Matsumoto, Nagano Oct 23, 2022 Sunday  Sep  4 (Sun) 7,850 

  Starters 名古屋 Nagoya,Aichi Dec 11, 2022 Sunday  Oct 23(Sun) 6,700 

 Movers 名古屋 Nagoya,Aichi Dec 11, 2022 Sunday  Oct 23(Sun) 7,300 

  Flyers 名古屋 Nagoya,Aichi Dec 11, 2022 Sunday  Oct 23(Sun) 7,850 

 

 
Please note!!   

＊No refunds for cancellation/withdrawal after the closing date. 

 ( ￥5,500 Cancellation charge (+bank transfer fee) is required before the closing date.)  

＊Venue subject to change/cancellation in the event of minimum number of candidates not 

achieved.   

＊Please fill in the information the Centre can reach you after closing date. The centre may 

contact you by phone/e-mail if the minimum number of candidates not achieved.   

 

＊B2 First / C1 Advanced  levels candidates (Not for Schools): 

 Test day photos for above levels are mandatory. 

 

＊C1 candidates : 

Valid passport must be shown on the exam day, please register your passport number. 

 

＊For all other exams : If you are planning to use your qualification to apply for 

immigration to NZ or Ireland, or for other immigration purposes, or to apply to a university 

where a photo is required, please apply for Test Day Photo in advance.(Not applicable on the 

exam day) 
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First Name                                                              . 

 

 

Family Name                        . 

 

 

Date of birth:   Day                 Month                  Year                    . 
If you are under 18, please name a parent or guardian who we can contact in case of a problem/emergency. 
 

 

Gender:        Male    ・ Female 

 

 

 

Passport or ID number <Only a passport acceptable for B2/C1> :                        

This must be the photo ID you bring with you on the exam day. Must be a valid passport for visa applicant 
Please fill in the Candidate ID form and send it with this application to the centre if you don’t have a passport,  

or if you are under18years old.) 

 

 

*IMPORTANT NOTICE  

Please read these instructions carefully on the exam day as below. 

①  Your photo ID will be checked before/during each paper.  

Please fill in Candidate ID Form if you do not have a valid photo ID/passport. 

 

② Each candidate will be photographed on the exam day for  identity verification. 

(First/Advanced level only) 

 This data will only be available to the secure Cambridge English Language Assessment Results Verific

ation site  

 

Home address:  

                                                                                                                                             . 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    . 

                                                                                                  〒 

 

                                                                                                                                              . 

 

 

Tel (home)       －     －          . 

 

Mobile          －      －      .   
Venue subject to change/cancellation in the event of minimum number of candidates not achieved, informed by phone 
 

E-mail (PC only) 

 

                                                                    @                                                                       . 
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Contact details for candidates under 18 only (required): 
 
Name (please use CAPITAL letters:__________________________________________ 
 
Signature of Parent/Guardian)_____________________________ 
 
Relationship to candidate (eg “mother”) _________________ 
 
Phone number     _____________________       Mobile number ____________________ 
 
Email address                                                      @                                                              . 
 
Declaration: I give Luna International JP004 permission to contact the above named person to discuss my 
entry/results details or in the event of an emergency 

 
 
I hereby certify that I have read and fully understood the “Notice to Candidates” and agree to abide by those rules.  
 
Signature: _______________________________       Date (dd/mm/yyyy) ______/____/2022 
 
The Centre (Luna International – JP004) endeavors to respect your privacy in relation to this application, comply with 
the UK Data Protection Act 1998 and with Japanese law.  
 
                                                                                                                                    
 
What you need to do now: 

 
1. Complete this Application Form  
2. Check you have completed this Form fully.  
3. Make sure that you have a valid photo ID (passport for B2/C1) on the exam day 
4. Pay for your examination. 

 
 
To complete your application, now you should mail the following to the Centre Exams Manager at Luna 
International: 
 
1. Application Form  
2. Proof of payment 
3. (Candidate ID form if you do not have a photo ID) 

 
 
If you need Special Arrangements* making for you, you should complete the appropriate form “Special Arrangements”, 
and return it to the Centre Examinations Manager immediately, together with the relevant documentary evidence. 
 
Upon receipt of your Application Form, payment, envelopes, you will be sent a letter confirming your entry, along with 
venue & schedule details. On the exam day, you will be given a letter with details explaining how and when you can 
access your results online. 
 
Certificates will be sent to successful candidates by Letterpack as soon as they arrive from the UK. 
 
 
*Special Arrangements: if you are sight or hearing Impaired. 

 

                                                                        



 

 ケンブリッジ検定  前期スケジュール 2022 

Cambridge English Qualifications : A2 Key    

＜松本：Matsumoto＞  

Exam date：5月 7日 May 7（Sat）   Closing date：3月 27日 Mar27（Sun ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

＜試験会場：  Venue ＞    

                            〒380-0826 長野県松本市中央 4丁目 7-26勤労者福祉センター 2F 

2F Kinrosha Fukushi Center：4 −7−26 Chuo, Matsumoto city, Nagano  
  
＜試験時間：Time schedule＞  午後・PM    ※試験順番・時間は、申込人数により変更します。(下記案内） 

 

 

 Speaking* 申込締切後決定 

Paper 1 Reading/Writing 14:00 – 15:00 

Paper 2 Listening 15:15 – 15:45 

 

 

※ A2 Key・B1 Preliminary各レベル共に、実施最少人員 5名を超え合計 10名申込を超えた場合、実施となります。 

※ 予定試験会場の定員に達し次第、受付締切とさせていただきます。 

※ お申込人数が最少人数に達しない場合、締切日 3日以内に実施状況御案内をお電話にて御連絡いたします。 

(その際に、弊センター取扱で他の会場の実施がある場合は、会場移動のご希望があるかどうかの御意向をお伺いさ

せて頂きます。必ず連絡のつく連絡先をご登録ください。) 

※ 実施地の新型コロナ感染状況により、申込締切前後の急な試験実施中止決定の可能性がありますが、感染予防の為

の安全確保を優先とする為、ご理解ください。中止の際には、登録連絡先（携帯、メールアドレス）に連絡をし、受検

料は返金いたします。返金先の確認が必要の為、必ずセンターからの連絡受信のご確認をして下さい。 

※ 申込時に申告した写真付 ID原本を持参下さい。（ID番号と顔写真の照合をします。登録番号一致の ID御持参下さい。 

有効期限内の写真付 ID持参がないと、受検できません。） 

※ スピーキングテストは 1グループ（2～3人）あたり 8～10分間です。受検番号によって待ち時間が長くなることがあり

ます。申込人数により、Speaking試験の順番が前後します。その場合、上記の試験時間は変更になります。 

※ スケジュールは、受検人数によって変更いたします。締切後に受検票の発送をもって確定日程ご案内します。 

※ 確定時間割は受検票と共に受検者様に試験日 2週間前までに、郵送いたします。 

(受検票が届かない場合は、試験日 2週間前までにセンターにお問い合わせください。) 

※ お申込み方法は別紙受検申込書をご覧ください。 

※ センター締切日以降のキャンセル返金はできません。 

※ ただし、コロナ感染の疑い、症状がある場合は特別措置があります。センターに連絡の上、来場はご遠慮ください。 

※ 締切日前の申し込みお取消しは、キャンセル料￥5500＋銀行手数料が発生致します。 

※ 試験に関する詳細やサンプル問題などは、ケンブリッジ公式ホームページで入手していただけます。  

              http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/ (English) 

            https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/key/    (日本語) 

 

 

 
                                                                                                                           

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/key/


 

 ケンブリッジ検定  前期スケジュール 2022 

Cambridge English Qualifications : A2 Key for Schools    

＜松本：Matsumoto＞  

Exam date：7月 24日 July24（Sun）   Closing date：6月 12日 June 12（Sun ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

＜試験会場：  Venue ＞  松本大学予備校 本校校舎 2F 

       〒390-0814 長野県松本市本庄 1-6-5   

2F Matsumoto Daiichi Yobiko 1 Chome-6-5 Honjo, Matsumoto, Nagano 390-0814 

 

＜試験時間：Time schedule＞  午後・PM    ※試験順番・時間は、申込人数により変更します。(下記案内） 

 

 

 Speaking* 申込締切後決定 

Paper 1 Reading/Writing 14:00 – 15:00 

Paper 2 Listening 15:15 – 15:45 

 

 

※ A2 Key・B1 Preliminary各レベル共に、実施最少人員 5名を超え合計 10名申込を超えた場合、実施となります。 

※ 予定試験会場の定員に達し次第、受付締切とさせていただきます。 

※ お申込人数が最少人数に達しない場合、締切日 3日以内に実施状況御案内をお電話にて御連絡いたします。 

(その際に、弊センター取扱で他の会場の実施がある場合は、会場移動のご希望があるかどうかの御意向をお伺いさ

せて頂きます。必ず連絡のつく連絡先をご登録ください。) 

※ 実施地の新型コロナ感染状況により、申込締切前後の急な試験実施中止決定の可能性がありますが、感染予防の為

の安全確保を優先とする為、ご理解ください。中止の際には、登録連絡先（携帯、メールアドレス）に連絡をし、受検

料は返金いたします。返金先の確認が必要の為、必ずセンターからの連絡受信のご確認をして下さい。 

※ 申込時に申告した写真付 ID原本を持参下さい。（ID番号と顔写真の照合をします。登録番号一致の ID御持参下さい。 

有効期限内の写真付 ID持参がないと、受検できません。） 

※ スピーキングテストは 1グループ（2～3人）あたり 8～10分間です。受検番号によって待ち時間が長くなることがあり

ます。申込人数により、Speaking試験の順番が前後します。その場合、上記の試験時間は変更になります。 

※ スケジュールは、受検人数によって変更いたします。締切後に受検票の発送をもって確定日程ご案内します。 

※ 確定時間割は受検票と共に受検者様に試験日 2週間前までに、郵送いたします。 

(受検票が届かない場合は、試験日 2週間前までにセンターにお問い合わせください。) 

※ お申込み方法は別紙受検申込書をご覧ください。 

※ センター締切日以降のキャンセル返金はできません。 

※ ただし、コロナ感染の疑い、症状がある場合は特別措置があります。センターに連絡の上、来場はご遠慮ください。 

※ 締切日前の申し込みお取消しは、キャンセル料￥5500＋銀行手数料が発生致します。 

※ 試験に関する詳細やサンプル問題などは、ケンブリッジ公式ホームページで入手していただけます。  

              http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/ (English) 

            https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/key/    (日本語) 

 

 

 
                                                                                                                           

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/key/


 

ケンブリッジ検定  前期試験スケジュール 2022 

Cambridge English Qualifications : B1 Preliminary  

＜松本：Matsumoto＞   

 
Exam date：5月 7日  May 7 (Sat)   Closing date：3月 27日 Mar 27 （Sun ） 

 

 

＜試験会場：  Venue ＞  

       〒380-0826 長野県松本市中央 4丁目 7-26勤労者福祉センター 2F 

2F Kinrosha Fukushi Center：4 −7−26 Chuo, Matsumoto city, Nagano  
 

＜試験時間：Time schedule＞  午前・AM ※試験時間は、申込人数により変更します。(下記案内） 

Paper 1 Reading 9:30－10:15 

Paper 2  Writing 10:30－11:15 

Paper 3 Listening 11:30－12:00 

 Speaking*  申込締切後決定 

 

※ A2 Key・B1 Preliminary各レベル共に、実施最少人員 5名を超え合計 10名の申込を超えた場合、実施となります。 

※ 予定試験会場の定員に達し次第、受付締切とさせていただきます。 

※ お申込人数が最少人数に達しない場合、締切日 3日以内に実施状況御案内をお電話にて御連絡いたします。 

(その際に、弊センター取扱で他の会場の実施がある場合は、会場移動のご希望があるかどうかの御意向をお伺いさ

せて頂きます。必ず連絡のつく連絡先をご登録ください。) 

※ 実施地の新型コロナ感染状況により、申込締切前後の急な試験実施中止決定の可能性がありますが、感染予防の為

の安全確保を優先とする為、ご理解ください。中止の際には、登録連絡先（携帯、メールアドレス）に連絡をし、受検

料は返金いたします。返金先の確認が必要の為、必ずセンターからの連絡受信のご確認をして下さい。 

※ 申込時に申告した写真付 ID原本を持参下さい。（ID番号と顔写真の照合をします。登録番号一致の ID御持参下さい。 

有効期限内の写真付 ID持参がないと、受検できません。） 

※ スピーキングテストは 1グループ（2～3人）あたり 10～12分間です。受検番号によって待ち時間が長くなることがあ

ります。 

※ 確定時間割は受検票と共に受検者様に試験日 2週間前までに、郵送いたします。 

(受検票が届かない場合は、試験日 2週間前までにセンターにお問い合わせください。) 

※ お申込み方法は別紙受検申込書をご覧ください。 

※ センター締切日以降のキャンセル返金はいたしません。 

ただし、コロナ感染の疑い、症状がある場合は特別措置があります。センターに連絡の上、来場はご遠慮ください。 

※ （締切日前のキャンセルにはキャンセル料￥5500＋銀行手数料が発生致します。） 

※ 試験に関する詳細やサンプル問題などは、ケンブリッジ公式ホームページで入手していただけます。  

              http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/ （English） 

   https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/preliminary/ （日本語） 

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/preliminary/


 

ケンブリッジ検定  前期試験スケジュール 2022 

Cambridge English Qualifications : B1 Preliminary for Schools   

＜松本：Matsumoto＞   

 
Exam date：7月 24日  July24 (Sat)   Closing date：6月 12日 June 12（Sun ） 

 

 

＜試験会場：  Venue ＞           松本大学予備校 本校校舎 2F 

       〒390-0814 長野県松本市本庄 1-6-5   

2F Matsumoto Daiichi Yobiko 1 Chome-6-5 Honjo, Matsumoto, Nagano 390-0814 

＜試験時間：Time schedule＞  午前・AM ※試験時間は、申込人数により変更します。(下記案内） 

Paper 1 Reading 9:30－10:15 

Paper 2  Writing 10:30－11:15 

Paper 3 Listening 11:30－12:00 

 Speaking*  申込締切後決定 

 

※ A2 KeyfS・B1 PreliminaryfS各レベル共に、最少人員 5名を超え合計 10名の申込を超えた場合、実施となります。 

※ 予定試験会場の定員に達し次第、受付締切とさせていただきます。 

※ お申込人数が最少人数に達しない場合、締切日 3日以内に実施状況御案内をお電話にて御連絡いたします。 

(その際に、弊センター取扱で他の会場の実施がある場合は、会場移動のご希望があるかどうかの御意向をお伺いさ

せて頂きます。必ず連絡のつく連絡先をご登録ください。) 

※ 実施地の新型コロナ感染状況により、申込締切前後の急な試験実施中止決定の可能性がありますが、感染予防の為

の安全確保を優先とする為、ご理解ください。中止の際には、登録連絡先（携帯、メールアドレス）に連絡をし、受検

料は返金いたします。返金先の確認が必要の為、必ずセンターからの連絡受信のご確認をして下さい。 

※ 申込時に申告した写真付 ID原本を持参下さい。（ID番号と顔写真の照合をします。登録番号一致の ID御持参下さい。 

有効期限内の写真付 ID持参がないと、受検できません。） 

※ スピーキングテストは 1グループ（2～3人）あたり 10～12分間です。受検番号によって待ち時間が長くなることがあ

ります。 

※ 確定時間割は受検票と共に受検者様に試験日 2週間前までに、郵送いたします。 

(受検票が届かない場合は、試験日 2週間前までにセンターにお問い合わせください。) 

※ お申込み方法は別紙受検申込書をご覧ください。 

※ センター締切日以降のキャンセル返金はいたしません。 

ただし、コロナ感染の疑い、症状がある場合は特別措置があります。センターに連絡の上、来場はご遠慮ください。 

※ （締切日前のキャンセルにはキャンセル料￥5500＋銀行手数料が発生致します。） 

※ 試験に関する詳細やサンプル問題などは、ケンブリッジ公式ホームページで入手していただけます。  

              http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/ （English） 

   https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/preliminary/ （日本語） 

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/preliminary/


 

ケンブリッジ検定  前期スケジュール 2022 

Cambridge English Qualifications :B2 First ＜松本Matsumoto＞   

Exam date：6 月 4 日  June 4（Sat）     Closing date：4 月 24 日 Apr24（Sun） 

   ＜試験会場 : Venue  ＞松本大学予備校 本校校舎 2F 

       〒390-0814 長野県松本市本庄 1-6-5   

2F Matsumoto Daiichi Yobiko 1 Chome-6-5 Honjo, Matsumoto, Nagano 390-0814 

  

＜試験時間：Time schedule＞  

Paper 1 Reading& Use of English 09.00 – 10.15 

Paper 2 Writing 10.30 – 11.50 

Paper 3 Listening 12.50 – 13.30 

 Test Day  Photo <Mandatory必須>* ＜人数により撮影時

間変動あり＞ 

 Speaking* 14.00 +  

 

※ 各会場、実施最少人数 5名となります。申込人数が最少人数に満たない場合、実施不可能となることがあります。 

※ お申込人数が最少人数に達しない場合、締切日 3日以内に実施状況御案内をお電話にてご連絡させていただきま

す。(必ず連絡のつく連絡先をご登録ください。) 

※ 新型コロナ感染拡大状況により、申込締切前後の急な試験実施中止決定の可能性がありますが、感染予防の為の

安全確保を優先とする為、ご理解ください。中止の際には、登録連絡先（携帯、メールアドレス）に連絡をし、受

検料は返金いたします。返金先の確認が必要の為、必ずセンターからの連絡受信のご確認をして下さい。 

※ スピーキングテストの時間は 1グループ（2～3人）あたり約 14~16分です。 

受検番号によって待ち時間が長くなることがあります。予めご了承ください。待ち時間に読書などして頂けます。 

※ 当日の確定時間割は、受検票発送をもって、試験日 2週間前までに郵送にてお知らせいたします。 

（2週間前までに受検票が届かない場合、センターにお問い合わせください。） 

※ 試験当日、専用ソフトにて顔写真撮影をします（必須）(Test Day Photo）。Test Day Photo will be taken .    

The valid ID must be shown on the exam day. if you are planning to use the qualification to apply for 

immigration for immigration purposes, or to apply to a university where a photo is required, a valid passport 

must be used for your ID. ビザ申請などが受検目的の場合は、有効なパスポートが必要となります。                      

写真撮影拒否の場合は、結果の発行がされません。 

※ 試験当日、申込時に申請した写真付 ID（試験日期限有効）を必ずご持参下さい。 

(各技能試験前に、顔写真と ID番号の照合をします。写真付 ID持参が無いと、受検できません。） 

※ お申込み方法は別紙受検申込書をご覧ください。 

※ センター締切日以降のキャンセル返金はできません。 

※ コロナ感染の疑い、症状がある場合は特別措置があります。センターに御連絡頂き来場はご遠慮ください。 

※ 締切日前のキャンセルにはキャンセル料￥5500＋銀行手数料が発生致します。 

※ センター締切日以降のお申込は、レイトエントリー料金（￥5,500）が検定料金に加算されます。 

※ 試験に関する詳細は、ケンブリッジイングリッシュホームページで入手していただけます。 

    https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

ケンブリッジ検定  前期スケジュール 2022 

Cambridge English Qualifications :B2 First＜名古屋 Nagoya＞  

Exam date：6 月 18 日  June 18（Sat）     Closing date：5 月 8 日 May 8（Sun） 

   ＜試験会場 : Venue  ＞ 名古屋市内 

       〒 ※会場詳細 追ってご案内します。 The details of the venue will be announce later 

 ＜試験時間：Time schedule＞ 

Paper 1 Reading& Use of English 09.00 – 10.15 

Paper 2 Writing 10.30 – 11.50 

Paper 3 Listening 12.50 – 13.30 

 Test Day  Photo <Mandatory必須>* ＜人数により撮影時

間変動あり＞ 

 Speaking* 14.00 +  

※ 名古屋会場の最少人数は 10 名です。申込人数が最少人数に満たない場合、実施不可能となることがあります。 

※ 申込人数が最少人数に達しない場合、締切日 3 日以内に実施状況御案内をお電話にてご連絡いたします。(必ず

連絡のつく連絡先をご登録ください。) 

※ 新型コロナ感染拡大状況により、申込締切前後の急な試験実施中止決定の可能性がありますが、感染予防の為

の安全確保を優先とする為、ご理解ください。中止の際には、登録連絡先（携帯、メールアドレス）に連絡を

し、受検料は返金いたします。返金先の確認が必要の為、必ずセンターからの連絡受信のご確認をして下さい。 

※ スピーキングテストの時間は 1 グループ（2～3 人）あたり約 14~16 分です。 

受検番号によって待ち時間が長くなることがあります。待ち時間に読書などして頂けます。 

※ 当日の確定時間割は、受検票発送をもって、試験日 2 週間前までに郵送にてお知らせいたします。 

（2 週間前までに受検票が届かない場合、センターにお問い合わせください。） 

※ 試験当日、専用ソフトにて顔写真撮影をします（必須）(Test Day Photo）。Test Day Photo will be taken .    

The valid ID must be shown on the exam day. if you are planning to use the qualification to apply for 

immigration for immigration purposes, or to apply to a university where a photo is required, a valid passport 

must be used for your ID. ビザ申請などが受検目的の場合は、有効なパスポートが必要となります。                      

写真撮影拒否の場合は、結果の発行がされません。 

※ 試験当日、申込時に申請した写真付 ID（試験日期限有効）を必ずご持参下さい。 

(各技能試験前に、顔写真と ID 番号の照合をします。写真付 ID 持参が無いと、受検できません。） 

※ センター締切日以降のキャンセル返金はできません。 

※ コロナ感染の疑い、症状がある場合は特別措置があります。センターに御連絡頂き来場はご遠慮ください。 

※ 締切日前のキャンセルにはキャンセル料￥5500＋銀行手数料が発生致します。 

※ センター締切日以降のお申込は、レイトエントリー料金（￥5,500）が検定料金に加算されます。 

※ 試験に関する詳細は、ケンブリッジイングリッシュホームページで入手していただけます。 

    https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

ケンブリッジ検定  前期スケジュール 2022 

Cambridge English Qualifications : B2 First  for  Schools           

＜松本 Matsumoto＞ 

 Exam date：7 月 23 日  July 23（Sat）     Closing date：6 月 12 日 June 12（Sun） 

 

   ＜試験会場 : Venue  ＞松本大学予備校 本校校舎 2F 

       〒390-0814 長野県松本市本庄 1-6-5   

2F Matsumoto Daiichi Yobiko 1 Chome-6-5 Honjo, Matsumoto, Nagano 390-0814 

 ＜試験時間：Time schedule＞ 

Paper 1 Reading& Use of English 09.00 – 10.15 

Paper 2 Writing 10.30 – 11.50 

Paper 3 Listening 12.50 – 13.30 

 Test Day  Photo <Mandatory必須>* ＜人数により撮影時

間変動あり＞ 

 Speaking* 14.00 +  

※ 実施最少人数 5 名です。申込人数が最少人数に満たない場合、実施不可能となることがあります。 

※ お申込人数が最少人数に達しない場合、締切日 3 日以内に実施状況御案内をお電話にてご連絡させていただき

ます。(必ず連絡のつく連絡先をご登録ください。) 

※ 新型コロナ感染拡大状況により、申込締切前後の急な試験実施中止決定の可能性がありますが、感染予防の為

の安全確保を優先とする為、ご理解ください。中止の際には、登録連絡先（携帯、メールアドレス）に連絡を

し、受検料は返金いたします。返金先の確認が必要の為、必ずセンターからの連絡受信のご確認をして下さい。 

※ スピーキングテストの時間は 1 グループ（2～3 人）あたり約 14~16 分です。 

受検番号によって待ち時間が長くなることがあります。待ち時間に読書などして頂けます。 

※ 当日の確定時間割は、受検票発送をもって、試験日 2 週間前までに郵送にてお知らせいたします。 

（2 週間前までに受検票が届かない場合、センターにお問い合わせください。） 

※ 試験当日の顔写真撮影は希望者のみ受付をします(Test Day Photo）。Test Day Photo will be taken only for 

requested candidates in advance . The valid ID must be shown on the exam day. if you are planning to use 

the qualification to apply for immigration purposes, or to apply to a university where a photo is required, a 

valid passport must be used for your ID. ビザ申請などが受検目的の場合は、有効なパスポートが必要です。                       

※ 試験当日、申込時に申請した写真付 ID（試験日期限有効）を必ずご持参下さい。 

(各技能試験前に、顔写真と ID 番号の照合をします。写真付 ID 持参が無いと、受検できません。） 

※ センター締切日以降のキャンセル返金はできません。 

※ コロナ感染の疑い、症状がある場合は特別措置があります。センターに御連絡頂き来場はご遠慮ください。 

※ 締切日前のキャンセルにはキャンセル料￥5500＋銀行手数料が発生致します。 

※ センター締切日以降のお申込は、レイトエントリー料金（￥5,500）が検定料金に加算されます。 

※ 試験に関する詳細は、ケンブリッジイングリッシュホームページで入手していただけます。 

    https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

ケンブリッジ検定  試験スケジュール 2022 

Cambridge English Qualifications :C1 Advanced 

＜Matsumoto松本＞  

Exam date：7 月 9 日  Jul 9 (Sat）   Closing date：5 月 29 日 May 29（Sun） 

＜試験会場：Venue＞  松本大学予備校 本校校舎 2F 

       〒390-0814 長野県松本市本庄 1-6-5   

2F Matsumoto Daiichi Yobiko 1 Chome-6-5 Honjo, Matsumoto, Nagano 390-0814 

＜試験時間: Time schedule＞  

Paper 1 Reading & Use of English 09:00 – 10:30 

Paper 2 Writing 10:45 – 12:15 

Paper 3 Listening 13:00 – 13:40 

 Test Day  Photo <Mandatory必須>* ＜人数により撮影時間変動あり＞ 

 Speaking* 14:15 +  

 

 

※ 試験当日、専用ソフトにて顔写真撮影をします（必須）。   Test Day Photo will be taken on the exam day. 

※ 期限有効なパスポートを持参が必須です。The valid passport must be shown on the exam day.  

※ Please register your passport number when you apply for this level. 

（当日のパスポート持参がない、写真撮影の拒否の場合は、結果発行がされません。ご注意ください。） 

※ 実施最少人数 5名となります。申込人数が最少人数に満たない場合、会場実施不可能となることがあります。 

その場合、申込締切り日以降、センター集計後に、ご登録の連絡先に直接ご連絡させていただきます。                

必ず、締切日後数日内にご連絡のつく連絡先をご登録ください。 

※ 新型コロナ感染拡大状況により、申込締切前後の急な試験実施中止決定の可能性がありますが、感染予防の為の

安全確保を優先とする為、ご理解ください。中止の際には、登録連絡先（携帯、メールアドレス）に連絡をし、受

検料は返金いたします。返金先の確認が必要の為、必ずセンターからの連絡受信のご確認をして下さい。 

※ スピーキングテストの時間は 1グループ（2～3人）あたり約 15~17分です。詳しい時間割は、お申込後にお知ら

せ致しますが、写真撮影の関係でスタート時間がずれることがありますので、予めご了承ください。 

※ お申込み方法は別紙受験申込書をご覧ください。 

※ センター締切日以降のキャンセル返金はできませんので、ご注意ください。 

※ ただし、コロナ感染の疑い、症状がある場合は特別措置があります。来場はご遠慮ください。 

※ （締切日前のキャンセルにはキャンセル料￥5500＋銀行手数料が発生致します。） 

※ 試験に関する詳細は、ケンブリッジイングリッシュホームページで入手していただけます。 

 http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/ 

 

                                                                                                              

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/


 

ケンブリッジ英語検定受検料振込先 
Please transfer the exam fee into the following bank account 

 

 Luna JP004 
 

 
 

 

• Young Learners (YLE) 
 (個人受検者振込金額  Starters>¥6,700・Movers>¥7,300・Flyers>¥7,850) 

• For School – Key for Schools, Preliminary for Schools 

• A2 Key,  B1 Preliminary 
（Key(for Schools)＞￥11,400 ・Preliminary(fS)＞￥13,600） 

• B2 First, C1 Advanced  
         (First＞￥21,850 ) 

                  (Advanced＞￥24,050 ） 

 

 

 

 

受検料は下記へお振込みください 

 （振込証明（コピー）を検定申込書と一緒にセンターまでお送り下さい。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                   

                       

銀行名 八十二銀行      Bank:  Hachijuuni Bank 

支店名 信州大学前支店  Branch: Shinshu Daigaku mae  

種類  普通           Regular 

口座番号         Account number   741779 

口座名義人 有限会社ルナインターナショナル   

代表取締役 ジョージ ジェームス 

            Yuugengaisha Luna International  

 

 


