
（2021年9月2日　時点）

※価格は全て税込

対　　象
備　　考

(用紙･診断料)

一般知能検査

◆教研式知能検査　（サポート） 知的個性を生かす学習適性確認システム 全学年 (265･195)

◆ＮＩＮＯ 教研式認知能力検査 全学年 (265・265)

標準学力・適性診断検査

◆NRT 標準学力検査 全学年 (175･185)

◆CRT 標準学力検査 全学年 (175・185)

◆AAI 学習適応性検査 全学年 (245・235)

行動・性格診断検査

◆hyper-QU よりよい学校生活と友達づくりのためのｱﾝｹｰﾄ 全学年 (200・260)

◆Q-U 楽しい学校生活を送るためのアンケート 全学年 (115・215)

◆Q‐U (用紙のみ) 楽しい学校生活を送るためのアンケート 全学年

道徳性診断検査

◆HUMAN 道徳性アセスメント 全学年 (245・255)

◆ＢＥＩＮＧ 道徳教育アセスメント 全学年 (155・255)

その他 .

◆スポーツテスト 文部省実施項準拠 全学年

個別式検査 用具一式

◆KABC-Ⅱ　フルセット版 心理・教育アセスメントバッテリー 2歳6ヶ月～18歳11ヶ月 187,000

◆田中ビネー知能検査Ⅴ TK式ビネーⅤ 2歳～成人 未定

◆WISC-Ⅲ知能検査 知能検査WISC-R改訂版 5歳から16歳11ヶ月 販売終了

◆WISC-Ⅳ知能検査 知能検査WISC-Ⅲ改訂版 5歳から16歳11ヶ月 143,000

◆WISC-Ⅴ知能検査 5歳から16歳11ヶ月 165,000

◆S-M社会生活能力検査 第3版 新版S-M社会生活能力検査　改訂版 手引　5500

◆LDI-R LD判断のための調査票
小１～６年

中学生も準用可 手引　3300

◆PVT-R絵画語い発達検査 絵画語い理解力の発達度検査 3歳～１２歳３ヶ月 手引　3300

   対象検査はＡＡＩ/hyper-QU/Ｑ-Ｕ となります。
詳細につきましては弊社までご連絡下さいます様、宜しくお願い申し上げます。
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※個人累積システムＰＳを利用する場合は別途検査ごとに1人につき30円が必要になります。
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（2021年9月2日　時点）

※価格は全て税込

対　　象 備　　考
(用紙･診断料)

一般知能検査

◆教研式知能検査　（サポート） 知的個性を生かす学習適性確認システム 全学年 (265･195)

◆ＮＩＮＯ（2018年4月発売） 教研式認知能力検査 全学年 (265・265)

標準学力・適性診断検査

◆NRT 標準学力検査 全学年 (175･185)

◆CRT 標準学力検査 全学年 (175・185)

◆AAI 学習適応性検査 全学年 (245・235)

行動・性格診断検査

◆hyper-QU よりよい学校生活と友達づくりのためのｱﾝｹｰﾄ 全学年 (200・260)

◆Q-U 楽しい学校生活を送るためのアンケート 全学年 (115・215)

◆Q‐U (用紙のみ) 楽しい学校生活を送るためのアンケート 全学年

進路指導・適性診断検査

中学1年 （275・275）

中学２,３年 （305・305）

道徳性診断検査

◆HUMAN 道徳性アセスメント 全学年 (245・255)

◆BEING 道徳教育アセスメント 全学年 （155・255）

その他

◆スポーツテスト 文部省実施項準拠 全学年

個別式検査 用具一式

◆KABC-Ⅱ　フルセット版 心理・教育アセスメントバッテリー 2歳6ヶ月～18歳11ヶ月 187,000

◆田中ビネー知能検査Ⅴ TK式ビネーⅤ 2歳～成人 未定

◆WISC-Ⅲ知能検査 知能検査WISC-R改訂版 5歳から16歳11ヶ月 ≪用具の販売終了≫

◆WISC-Ⅳ知能検査 知能検査WISC-Ⅲ改訂版 5歳から16歳11ヶ月 143,000

◆WISC-Ⅴ知能検査 5歳から16歳11ヶ月 165,000

◆S-M社会生活能力検査 第3版 新版S-M社会生活能力検査　改訂版 手引　5500

◆LDI-R LD判断のための調査票
小１～６年

中学生も準用可 手引　3300

   対象検査はＡＡＩ/hyper-QU/Ｑ-Ｕ となります。
詳細につきましては弊社までご連絡下さいます様、宜しくお願い申し上げます。

2022年度　教  育  心  理  検  査  価  格  一  覧  表 -中学校用

検　　査　　名 定価
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◆PASカード 進路適性診断システム
610

用紙

※個人累積システムＰＳを利用する場合は別途検査ごとに1人につき30円が必要になります。



※価格は全て税込

備　　考

行動・性格診断検査　(教育相談用) 用紙・診断

◆hyper-QU よりよい学校生活と友達づくりのためのｱﾝｹｰﾄ （245・305)

◆Q-U たのしい学校生活を送るためのアンケート (120・220)

◆YGPI 性格検査

◆PUPIL 生徒指導検査 (245・235)

◆教研式知能検査（サポート） 知的個性を生かす学習適性確認システム （285・205）

進路指導・適性診断検査　(進路指導活用） 用紙・診断

◆厚生労働省編一般職業適性検査
適性･能力を的確にとらえ､現実的な適職探索
を可能にする

◆ベーシックコース診断
用紙はヤングハローワークから無料で貰えます
診断のみも可

◆厚生労働省編一般職業適性検査
適性･能力を的確にとらえ､現実的な適職探索
を可能にする

◆プラスコース診断
用紙はヤングハローワークから無料で貰えます
診断のみも可

◆KN式ｸﾚﾍﾟﾘﾝ作業性格検査 個人の性格特性や､作業適性を判定する

◆内田クレペリン
行動する力とその能力を発揮するときの特
徴をまとめて測ることができる

個別検査 用具一式

◆WAIS‐Ⅲ成人知能検査 成人知能検査 148,500

その他

◆新スポーツテスト 文部科学省実施要項準拠

400

205

380

（2021年9月2日　時点）

680

御見積書をご希望の先生は弊社までご連絡下さいます様、宜しくお願い申し上げます。
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2022年度　教 育 心 理 検 査 価 格 一 覧 表 -高校用

検　　査　　名
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定価
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佐 賀 教 育 心 理 セ ン タ ー
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