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2020年 9月 16日 

 

車好き芸能人がマイカーや好きな車について、ぶっちゃけトーク！ 

第 9 回くるまマイスター検定開催を記念して、 

テリー伊藤さん・安東弘樹さん・竹岡圭さんによるトークショーを開催。 

今年の検定はリモート開催で受検料がおトク！ 

 
情報流通支援サービスの株式会社オークネット（本社：東京都港区、代表取締役会長 CEO：藤崎 清孝 

代表取締役社長 COO：藤崎 慎一郎）が運営する一般社団法人日本マイスター検定協会（所在地：東京

都港区/代表理事：瀧川 正靖）は、「第 9回くるまマイスター検定」を 11月 16(月)～30日（月）に開

催いたします。 

本検定は、日本唯一の総合自動車知識検定として 2014年に誕生し、子どもから大人まで過去 6万人

以上が挑戦してきました。この度の第 9回開催を記念して、テリー伊藤さん・安東弘樹さん・竹岡圭さ

んによるトークショー動画を 9月 16日に配信しました。 

 

＜検定チャレンジ・プレゼント等、盛りだくさん＞ 

 
◆車好き芸能人が車のことや検定の未来についてとことん語る 

動画は合計３本構成で、まず１本目では安東弘樹さん・竹岡圭さんのマイカーをご紹介。何故その車

を買ったのか、どういった点が気に入ったのかといった情報をお届けします。「〇〇〇が理由で買ったん

です。」というこの動画でしか聞けないマル秘エピソード（？）もお楽しみください。 

トークショー動画①（https://www.youtube.com/watch?v=M5nE94tWdQw） 

 

２本目ではゲストの好きな車に関する検定問題を紹介。このトークショーでしか見れない限定問題が

紹介されますので、ぜひチャレンジしてみてください。また、くるまマイスター検定に関する情報も満

載。今年は何といっても受検料がお得になって大変受けやすくなりました。例えば３級は 4,000円（税

抜）が 1,500円となるなど、各級ほぼ半額で試験が受けられます。専用システムによるリモート開催に

より運営コストの見直しを図り、受検者への還元を実現しました。ご自宅からも手軽に受けられる試験

になっていますので、ぜひこの機会に受検をご検討ください。 

くるまマイスター検定について（https://www.meister-kentei.jp/car/） 

トークショー動画②（https://www.youtube.com/watch?v=0W48HumHdRc） 

 

最後の 3本目では、この度新設される「くるまマイスター王座決定戦（仮）」というイベントについて。

これは本検定合格者の中からチャンピオンを決めるイベントで、開催方法やプレゼントについて 3人が

意見を出し合います。テリー伊藤さんからは「俺だったら〇〇が欲しいね」という爆笑ネタも飛び出し、

車好き 3人ならではの掛け合いは必見です。 

https://www.youtube.com/watch?v=M5nE94tWdQw
https://www.meister-kentei.jp/car/
https://www.youtube.com/watch?v=0W48HumHdRc
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トークショー動画③（https://www.youtube.com/watch?v=uzUc4BjoWJs） 

 

＜新しくなった“くるまマイスター検定”について＞ 

◆受検料の改定！ジュニア検定 500 円、3 級 1500 円とより身近に 

試験環境を完全オンライン化することで、運営にかかる固定費を削減し、受検料の改定を実現しました。

中学生以下のジュニア検定は 500円で受検でき、また入門編とも言える 3級は 1500円とより身近に。

その他の級においても受検料を改定し、”くるま文化の醸成”、“知識を通じてくるまに触れ合う場づくり”

をさらに広げていきます。 

 

◆くるま好きから、カーライフの基礎知識まで 

自動車知識の腕試しが出来る試験を 1級から 3級まで用意。1級は全受検者の 1％だけが保有する最

難関です。4級は安全運転や車のメンテンスといった日常のカーライフに役立つ問題で構成されており、

一般ドライバーの基礎知識確認としても試す価値のある試験です。ジュニア検定は中学生以下のくるま

好きが基礎知識を学ぶことが出来る問題がたくさん出題されます。最新ニュースはもちろんのこと、自

動車の歴史に触れる機会として楽しめる内容になっています。 

 
＜くるまマイスター検定開催記念大プレゼントキャンペーン＞ 
◆車両価格 60 万円のミニクーパーをプレゼント 

今回テリー伊藤さんが選んだ車は 3ドアのミニクーパー（型式 ABA-MF16）。その可愛らしいデザイン

で長く愛されている車種の 1つです。車両の店頭相場価格が約 60万円のこの車を、第 9回くるまマイ

スター検定の開催を記念して、抽選で 1名の方にプレゼントします。キャンペーンページにある簡単な

クイズに回答するだけで、運転免許証をお持ちの方であれば誰でも応募が出来ます。 

大プレゼントキャンペーンページはこちら（https://www.meister-kentei.jp/car/campaign2020/） 

 

◆リツイート・検定申し込みで最大当選率 10 倍のチャンス 

キャンペーンにご応募頂き、くるまマイスター検定公式ツイッターアカウントの特定ツイートをリツ

イートすると、当選率が 2倍に。さらに、第 9回くるまマイスター検定に申し込むと、当選率が 5倍に。

両方の条件を満たすと当選率が 10倍になります。3級は 1,500円(税抜)からチャレンジ出来ますので、

この機会に受検を検討してみてはいかがでしょうか。 

 
 
【第 9回くるまマイスター検定 実施概要】 

・検定日時：【団体】 

2020年 11月 11日（水）・15日（日） 

【団体・一般】 

2020年 11月 16日（月）～30日（月） 

 

・申込み期間：2019年 8月 20日（木）～ 11月 6日（金）くるまマイスター検定ＷEBサイト 

（インターネット申込）にて受付開始。https://www.meister-kentei.jp/car 

※法人・団体の一括申込も承っております 
 

・実施級／受検料（税別価格）： 

1級／3,000円 
2級／2,000円 
3級／1,500円 
3級プロ／1,500円 
4級／1,000円 
ジュニア／500円 
※合格証、合格カードは別途料金がかかります 

https://www.youtube.com/watch?v=uzUc4BjoWJs
https://www.meister-kentei.jp/car/campaign2020/
https://www.dreamnews.jp/?action_jump=1&dnpid=0000177208&dnurl=https%3A%2F%2Fwww.meister-kentei.jp%2Fcar
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・受検方法：オンライン試験 

ご自宅など受検者様ご自身でインターネットに接続されているパソコン、またはスマートフォンやタブレ

ットをご用意いただき試験実施致します。オンライン開催につき、一般会場での試験実施はございません。 

※団体向けに試験官を派遣した試験の相談も承っております 

 

・受検資格：  

1級：2級合格者のみ、受検可能です。 

2級、3級、3級プロ、4級：どなたでも受検可能です。 

ジュニア：中学生以下の方のみ、受検可能です。 

 

【お申し込みから結果発表までの流れ】 

※受検料お支払い後の受検内容変更・申込取消・返金はできません。ご注意ください。 

※締切期間を過ぎてのお申込、お支払はできません。ご注意ください。 

 

【公式パートナー】 

主催： 一般社団法人日本マイスター検定協会 

 

協賛： ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 / 株式会社オリエントコーポレーション / カーセンサー/ 

株式会社オークサービス / トミカ 

 
 

メディアパートナー： 

株式会社講談社ビーシー（ベストカー） /株式会社 MOTA（MOTA） /  

株式会社モーターマガジン /  

 

後援： 公益社団法人自動車技術会 / 一般社団法人日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会 / 

NPO法人日本モータースポーツ推進機構 

 

写真提供： 

トヨタ自動車株式会社 / 日産自動車株式会社 / 本田技研工業株式会社 / マツダ株式会社 /  

スズキ株式会社 / 株式会社 SUBARU / 三菱自動車工業株式会社 / ダイハツ工業株式会社 /  

いすゞ自動車株式会社 / 日野自動車株式会社 / 三菱ふそうトラック･バス株式会社 /  

メルセデス･ベンツ日本株式会社 / フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社 /  

ビー･エム･ダブリュー株式会社 / アウディ ジャパン 株式会社 / ボルボ・カー・ジャパン株式

会社 / FCAジャパン株式会社 / ポルシェジャパン株式会社 / プジョー・シトロエン・ジャポン

株式会社 / ルノー・ジャポン株式会社 / ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 /  

フェラーリ・ジャパン株式会社 
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■お問合せ窓口 

くるまマイスター検定 運営事務局  担当者名：石本 雄士・恒川 修二 

TEL:0570-085-500（土日祝日を除く10:00～17:30） 

※ リモートワークを実施しているため、電話が繋がらない可能性があります。お問い合わせの際はメールで

ご連絡頂けると幸いです。 

EMAIL:wicket@meister-kentei.org  URL:https://www.meister-kentei.jp/car/contact/ 

 

【検定協会概要】 

商 号：一般社団法人 日本マイスター検定協会 

所 在：東京都港区北青山二丁目 5番 8号 青山 OMスクエア (〒107‐8349) 

代 表 理 事：瀧川正靖 

設立年月日：2013年 5月 1日 

 

【オークネット 会社概要】 

社 名：株式会社オークネット  

本 社：東京都港区北青山二丁目 5番 8号 青山 OMスクエア (〒107‐8349) 

代 表 者：代表取締役会長 CEO 藤崎 清孝、代表取締役社長 COO 藤崎 慎一郎 

創業年月日：1985年 6月 29日     

資 本 金：1,729百万円 （2019年 12月 31日現在） 

連結売上高：19,672百万円(2019年 12月期)  

連結従業員数：664名 （2019年 12月 31日現在） 

株 式：東証第一部（証券コード：3964） 

 

■本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ 

株式会社オークネット 総合企画室 高野 清司・久野 文彦・伊藤 慶子 

TEL：03-6440-2530  MAIL：request@ns.aucnet.co.jp 

 

https://www.meister-kentei.jp/car/contact/

