
出題範囲はテキストから

第５回検定試験対策セミナー

聞こえなくても、見えなくても、日本語が難し
くても、歩けなくても・・・・ いろいろな方
が、合理的配慮の上、対策セミナーを受け、検
定を受験することができます。

第１回～第４回のセミナーおよび検定で実施
した合理的配慮・情報保障

• 聴覚障碍の方に：手話とUDトークによるご案内
• 視覚障碍の方に：学習のためのテキストとして、

音声読み上げテキストを送付。受験当日は、駅
から会場までアテンド。受験問題をExcelデータ
にし、音声読み上げソフトによる受験。

• 車いすユーザーに：必要に応じて駅から会場ま
での可能なアクセス情報送付

• 外国の方に：試験問題にふりがなの有無確認
• 特性に応じた受験時間の時間延長

いろいろな方に対応いたします

◀第１回 検定試験東京会場にて

手前は視覚障碍者がパソコンの
Excelデータで受験している様子。
車いすユーザーも参加。

一般社団法人ダイバーシティ・アテンダント協会
〒108−0075 東京都港区港南２－１２－２７
TEL：03−6433−1571 E-mail：info@daa.or.jp

HP：http://daa.or.jp

第５回 ダイバーシティ・
アテンダント検定試験

日 程 ：2019年1月

（直前に開催予定）

会 場 ：UDジャパン会議室

東京都港区港南2-12-27-３F

http://www.udjapan.com/company/access.html

内 容 ：ダイバーシティ・アテンダント検定

公式テキストから出題

セミナー料：7,000円（税込）

＊企業セミナーは内側をご覧ください。

＊詳細は、Webをご確認ください。

セミナー受講者
の検定合格率

97.8％

テキストご購入のご案内

ダイバーシティ・

アテンダント検定

試験は、すべてこ

の３冊から出題さ

れます。

テキスト購入者および受験者特典
『ダイバーシティ・アテンダント検定公式

テキスト』購入者・受験者特典として

【スマホでも読めるPDFダウンロード】が

ご利用いただけます。

テキストのご購入 http://daa.or.jp/test
または 全国の書店にて

検索ワード ［ ダイバーシティ・アテンダント公式
テキストご購入者・受験者特典 ］

●どうしてこのお客さまは、親切な心遣い
を断ったのだと思いますか？答えはテキス
ト132ページで（テキストP109）。

１．知識編：ダイバーシティ・ノーマラ
イゼーション・ユニバーサル
サービスの基本とインバウンド
対応を学ぶ

２．実践編：特性のある人への対応
の実際を具体的に学ぶ

３．場面編：観る・食べる・買う・泊ま
るなど場面別のポイントを学ぶ

監修：（一社）ダイバーシティ・アテンダント
協会 コンテンツテキスト開発委員会

仕様：Ｂ５判 価格：各2,160円（税込）

日 程：2019年２月２日（土）10：00～11：00

２月５日（火）19：00～20：00

会 場 ： 東京 （予定）

検定料 ： １７,２８０円（税込）



ごあいさつ 第５回ダイバーシティ・
アテンダント検定試験のご案内

ダイバーシティ・アテンダント検定試験（DA検定）

日 程 ： 2019年2月２日・５日

会 場 ： 東京（予定）

試験範囲 ： ダイバーシティ・アテンダント検定

公式テキストから出題

合格基準 ： 公表しておりません

出題形式 ： ５０問マークシート方式

検定料金 ： １７,２８０円（税込）

テキスト料： ６,４８０円（税込）

合格者の声

言葉がわからない、動きに不便

がある、物が見えにくい、など。

多様なお客さまにも、心地よい

サービスを提供できたら、超高齢化、

人口減少、そしてインバウンドの増加へも、ス

ムーズに対応できるサービス現場になっていくの

ではないでしょうか？ 私たちは、今こそダイ

バーシティの推進を必須の課題と考えます。この

ダイバーシティ・アテンダント検定を通し、現場

スタッフの人材育成を行うことで、日本のおもて

なしの後押しをし、日本のサービス産業の新たな

飛躍の一助になればと願っています。

一般社団法人ダイバーシティ・アテンダント協会
代表理事 ： 内山早苗
理 事 ： 榊 博史、伊藤 義博、三浦 宏之、

武者 廣平、香月 広、西脇 久雄

ダイバーシティ・アテンダントの方
は、初年度無料使用。音声認識
技術で即時に字幕を作成するこ
とができます。講演などで聞こえ
ない人や外国人がいてもＯＫ。接
客にも心強いアプリです。

ダイバーシティ・アテンダントの方
は、初年度無料使用。サービスの
現場はもちろん、会社内のグルー
プミーティングでも役立ちます。

合格までの流れWEBにて申込み

検定料振込み

テキスト受取り

受験票受取り

受験

２週間後

合格者発表

３週間後

認定証・認定バッジ送付

WEBにて2018年11月～受付開始。

申込締切は2019年1月25日です。

http://daa.or.jp

入力画面に沿って必須情報を入力

してください。ご不明の場合があれば、

気軽にお問い合わせください。

問合せ先事務局：

電話：03−6433−1571

メール：info@daa.or.jp

団体申込をいただいた企業様には業種に合わせ、カス
タマイズをしております。一定数のダイバーシティ・
アテンダントとアテンダントプロのいる店舗について
は、認定店舗の登録をしております。

試験日時 ：希望日程で実施いたします。

最少人数 ： 30名～

試験会場 ：企業様にて実施可能

セミナー ：試験日に直前セミナーの実施も可能

出題内容： 業種ごとのカスタマイズ相談応

企業申込から認定店舗までのご案内

． 問 正しいものにはアを、誤っているものにはイを、解答欄
にマークしなさい。

（１）レジに、手があまり動かないというお客さまがいらっしゃって「私の
鞄から、財布とお金を出してほしい」と頼まれた。言われたとおり、
お客さまの見ている前で、鞄から財布を取り出し、「千円札を1枚出
します」と言ってお札を取り出した。

［ＤＡ検定プロとは］
ＤＡ検定合格者対象。
現場のマネジメントの視点
を取り入れた体験型研修を
受講し一定の基準を満たし
た方を、アテンダントプロ
に認定いたします。

三原 毅さん（聴覚障碍・店頭アテン
ダント）
長年、店頭で多くの聴覚障碍のあるお
客様に手話で対応しています。この検
定を受けてからは、外国のお客様でも、
気軽に対応できるようになりました。
相手の文化を理解でき、心や言葉の壁
を感じることが少なくなりました。

池松塑太郎さん（視覚障碍）
テキストは、読み上げソフトで学習し、
当日はエクセルで受験。ストレスなく
実力発揮ができました。今まで知らな
かった他の障碍や外国のマナーなど多
くの学びが役に立っています。

森住光世さん（セミナーコーディネーター）
この前、車いすユーザーのお客さまがい
らっしゃいました。以前の私だったら、
どうしていいかわからなかったと思いま
す。しかし、自信をもってご本人に直接
話しかけ、必要な配慮を伺えました。

合格特典

ダイバーシティ・
アテンダント認定証

DA認定
バッチ

ユーディー

ＵＤトーク
ユーディー

ＵＤ手書き

名刺サイズ
のカード。
名刺にマー
クを入れる
こともでき
ます。あな
たの実力を

証明します。

襟 や 胸 元
に 止 め ら
れ る ピ ン
仕様。店頭
で の あ な
た の キ ャ
リ ア が 示
せます。

音声をリアル
タイムで文字
に変えていく
ソフト。日本
語を他の言葉
に変換するこ
とも可能。

手書き文字、音
声入力文字を、
リアルタイムに
相手に伝えるア
プリ。話せない
人、聞こえない
人などにスムー
ズに応対。

合格者は、自動的にダイバーシティ・アテン

ダントとして登録されます（初年度会費料）。

登録者は「困ったときの相談窓口」など、い

ろいろなサービスを利用することができます。

DA検定

◀ 某サービス関連会社の企業団体
受験事前セミナーの様子

過去問題を
１つご紹介！


