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　インターネットあるいはFAXでご注文ください。また弊社販売の知能検査および『日精研版 内田クレペリン精
神検査』は、学校および研究所等の機関にのみ販売いたします。

※�心理検査の購入には、一部資格が必要な検査がございます。購入資格登録が必要な検査のご注文方法につきましては、３
頁をご覧ください。

●FAXでのご注文
　全商品、FAXでのご注文を承ります。FAX注文用紙は弊社ホームページからダウンロードできます。購入資格が
必要な検査のご注文は、専用のFAX注文用紙をご利用ください。

※�FAXでのご注文は「機関でご購入」の場合（ご請求先が企業・公共機関等の方）に限らせていただきます。「個人でご購入」
の場合には、恐れ入りますがインターネットでご注文ください。

●心理検査関連商品　送料のご案内
　送料は、配達地域、金額によって異なります。

●コンピュータ採点　返却送料のご案内
　ご依頼人数が10名以下の場合、800円（税別）の送料をご負担ください。ただし、11名以上のご依頼は送料をサ
ービスいたします。

〈ご注意〉
・価格は外税方式になります
　消費税端数処理の関係上、定価×数量と誤差が生じることがあります。

・価格は予告なく改定する場合がございます。
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●インターネットでのご注文
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　心理検査を活用する際には、検査の誤用や受検者への権利侵害を防ぐため、検査の実施者が十分な知識と経験を
持っていることが必要です。

　弊社では、米国教育学会（AERA）・米国心理学会（APA）・全米教育測定協議会（NCME）の３団体が定めた基
準を採用し、心理検査を購入資格 Level A,B,C という３つの段階に区分しております。

　基本的な知識があればどなたでもご利用いただける検査が Level A です。これに対し、Level B 及び Level C
の心理検査は、一定の要件を満たした方のみが購入・実施できる検査となり、ご購入いただく際には事前に購入資
格登録が必要となります。詳細は下記をご覧ください。

購入資格－Level A, B, Cについて

　手引や解説書にしたがった実施・解釈を前提とし、基本的な心理検査に対する知識があれば、資格がなくて
も購入することのできる心理検査です。

※�当社ではご購入いただいたお客様には、公正・正確な測定のために、心理検査の正しい理解と検査環境の整備、厳密な実施等
をお願いしております。

　検査の実施者は、大学院で心理検査および測定法に関する科目を履修し修了したか、もしくはそれと同等な
教育・訓練を終えていることが必要です。

※Level�B�心理検査であっても、別途条件が課せられている検査は、その基準に従います。

　検査の実施者は、下記の３点全てを満たしていることが必要です。
　　①Level B の基準を満たしている
　　②使用する検査に関する教育・訓練を終えている、および／もしくは、その検査の実施経験がある
　　③関連領域について修士号以上の学位を有している

Level A  心理検査

Level B  心理検査　※ご購入の際には、資格登録が必要です。

Level C  心理検査　※ご購入の際には、資格登録が必要です。

購入資格登録が必要な心理検査のご注文方法

●Level B 心理検査　ご注文の流れ

●Level C 心理検査　該当商品【2017年１月 現在】

　◆Level B に該当する心理検査を初めてご購入いただく場合

　◆Level B 有資格者として登録が済みますと、次回以降は有資格者番号を用いてご注文いただけます。
　◆インターネットあるいはFAXでご注文ください。インターネット・FAXでのご注文方法は1頁をご覧ください。
　◆Level B の資格申請方法につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

　ご注文方法につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

有資格者番号を用いて
ご注文Level B の資格申請 Level B 有資格者番号

登録

●Level B 心理検査　該当商品【2017年１月 現在】

POMS 2Ⓡ 日本語版 全商品

Conners 3TM 日本語版 全商品

CAADIDTM 日本語版 全商品

CAARSTM 日本語版 全商品

CISSTM 日本語版 全商品

SCQ 日本語版 全商品

ADI-R 日本語版 全商品

ADOS-2 日本語版 全商品

HARE PCL-RTM 第２版 日本語版 全商品
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POMS 2 日本語版はMulti-Health Systems Inc.との契約に基づき翻訳出版されたものです。
“Profile�of�Mood�States�2nd�Edition�(POMS2)�is�a�registered�trademark�of�Multi-Health�Systems�Inc.

■ 【怒り－敵意】【混乱－当惑】【抑うつ－落込み】【疲労－無気力】【緊張－不安】【活気－活力】【友好】の７尺度と、
ネガティブな気分状態を総合的に表す「TMD得点」から、所定の時間枠における気分状態を評価します。

■検査用紙は４種類あり、受検者の年齢や目的に応じて使い分けることができます。
　・受検者の年齢によって「成人用」（18歳以上）と「青少年用」（13～17歳）を使い分けます。
　・ 使用目的によって「全項目版」と「短縮版」を使い分けます。「全項目版」は気分について十分な評価が必要

な場合に適しています。一方「短縮版」は、短時間で繰り返し測定(モニタリング)する場合や、スクリーニン
グとして使用する場合、受検者の負担を減らす必要があるなど、実施をより簡便にしたい場合に適しています。

■気分を評価する「時間枠」を検査の目的に応じて設定することができます。
　＊ただし、標準化は「今日を含めて過去１週間」の時間枠で行われています。

■ 日本の一般人口を反映する大規模な標本で標準化されています。『POMS 2 日本語版 マニュアル』には、英語
原版の標準化ならびに日本語版の標準化についての詳細が記載されています。

■POMS改訂による主な変更点
　１．質問項目を変更し、新たに標準化しました。
　２．「友好」尺度が加わりました。
　３．「TMD得点」が標準化されました。
　４．対象年齢が拡大し、発達段階を考慮した「青少年用」が作成されました。
　５．検査用紙において、「時間枠」を設定できるようになりました。

製品
コード 品　名 定　価

920 検査用紙：成人用 全項目版（20名分1組） 本体 6,000円＋税

921 検査用紙：成人用 短縮版（20名分1組） 本体 6,000円＋税

922 検査用紙：青少年用 全項目版（20名分1組） 本体 6,000円＋税

923 検査用紙：青少年用 短縮版（20名分1組） 本体 6,000円＋税

924 マニュアル ※検査用紙全４種類の解説を含みます。 本体 15,000円＋税

関連書籍 ＊前版の『日本語版POMS』『日本語版POMS 短縮版』に関する書籍です。

852 診断・指導に活かすPOMS事例集 本体 2,800円＋税

854 POMS短縮版　手引と事例解説 本体 2,400円＋税

医療・看護・福祉・
カウンセリング

患者の気分の状態を知るために
個人／集団のスクリーニングに
治療や介入プログラムの効果のモニタリングに
職員のストレスマネジメントに

企業・各種団体 健康診断時の利用など、職員のメンタルヘルスケアに

スポーツ 選手の疲労度チェックやコンディション調整に
オーバートレーニングの予防に

その他 実験的研究におけるリラクセーション効果の判定や疲労感の測定に
医薬品や食品、森林浴などを介して起こる気分変化の把握に

概　要

活用方法

価格一覧

種　　類 気分プロフィール検査（質問紙法）

対象年齢
成 人 用：18歳以上
青少年用：13～17歳

形　　式

「まったくなかった」から「非常に多くあった」
の５段階で回答します。

質
問
項
目
数

成人用 全項目版　　65項目

成人用 短縮版　　　35項目

青少年用 全項目版　60項目

青少年用 短縮版　　35項目

所要時間
全項目版：回答 10分程度、採点 5分程度
短 縮 版：回答 5分程度、採点 5分程度

購入資格
Level B
POMS 2 日本語版は、一定の要件を満たしている方が購入できます。
詳しくは２頁をご覧ください。

POMS 2Ⓡ 日本語版（ポムス・ツー）

気分状態を評価する質問紙　POMSの改訂版

Profile of Mood States Second Edition
Juvia P. Heuchert, Ph.D. & Douglas M. McNair, Ph.D. 原著

横山和仁 監訳
渡邊一久 協力

★前版の『日本語版POMS』『日本語版�POMS�短縮版』をお使いいただいている方へ
　�前版の『日本語版POMS』『日本語版�POMS�短縮版』は、2017年４月末に販売を終了いたし

ます。
ご案内
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ストレスへの対処のしかたを評価し、心身の健康に役立てる質問紙

Coping Inventory for Stressful Situations
Norman S. Endler, Ph.D., F.R.S.C. & James D. A. Parker, Ph.D. 原著

横山和仁 監訳　古川壽亮・渡邊一久 訳／構成

CISSTM 日本語版（シーアイエスエス）

■ ストレス状況下で個人がどのような行動をとりやすいのかを、３つの基本尺度と２つの下位尺度から把握するこ
とができます。

■ 標準値との比較により、平均的対処行動との相対的比較も可能です。

■ ストレス対処スタイルを見直し、より健全に対処する方法を検討することができます。

企業・各種団体 職場のメンタルヘルス対策に
各種研修のツールとして

医療・看護・福祉／
カウンセリング

治療や介入方針決定の参考に
より健全なストレス対処行動の獲得に
継続利用により、患者のストレス対処行動の変化の把握に

スポーツ 選手のパフォーマンスの向上に

概　要

活用方法

価格一覧

製品コード 品　名 定　価

948 用紙（30名分1組） 本体 7,500円＋税

949 マニュアル 本体 6,000円＋税

種　　類 ストレス状況対処行動尺度（質問紙法）

対象年齢 18歳以上

形　　式

質問項目数48問
「まったくない」から「非常に多くある」の５段
階で回答します。
集団にも個別にも使用できます。

所要時間
回答：10分程度
採点：５分程度

購入資格
Level B
CISS 日本語版は一定の要件を満たしている方が購入できます。
詳しくは２頁をご覧ください。

CISS 日本語版はMulti-Health Systems Inc.との契約に基づき翻訳出版されたものです。
“Coping�Inventory�for�Stressful�Situations（CISSTM）”�is�a�trademark�of�Multi-Health�Systems�Inc.

◆ POMS 2 日本語版

◆ 新版TEGⅡ

◆ CISS 日本語版

健康診断時に実施し、ネガティブな気分尺度得点が高い職員にさらに詳しい面接を
行うなど、心の不調の早期発見に役立てることができます。

管理職研修などの企業研修で、自己理解を深めるツールとして利用し、職場内での
コミュニケーションの改善などに活用できます。

メンタルヘルス不調を抱える職員への支援において利用することで、ストレス対処
スタイルを見直し、より健全に対処する方法の検討に役立てることができます。

基
本
尺
度

CISS 日本語版の評価尺度
課題優先対処

情動優先対処

回避優先対処

気分転換

対人的な気晴らし

下
位
尺
度

職場のメンタルヘルス対策に
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医療
教育
福祉

カウンセリング
司法

その他

発達障害のスクリーニングに
　・患者・クライエントに発達障害が疑われる。
　・保護者が発達障害の評価を希望している。
　・他機関で発達障害の疑いを指摘されて来院した。

ASDの治療・介入方針の検討に
　・治療・介入の計画を立てたい。
　・現在の日常生活の様子を把握したい。
　・すでにASDの診断を受けており、ASD症状の経時的変化を知りたい。

■ 発達障害の一つである自閉症スペクトラム障害（ASD）関連の症状の有無を評価するスクリーニング検査です。

■ASDの可能性がある対象者の成育歴と現在の行動について、保護者が回答します。

■さらなる診断評価の必要性を検討したり、全般的なASD症状の経時的変化を把握するのに役立ちます。

■幼児（暦年齢４歳０カ月以上、精神年齢2歳０カ月以上）から成人まで、幅広い対象者に利用できます。

■複写式の検査用紙で、回答から採点までスムーズに行うことができます。

■検査用紙には「誕生から今まで」と「現在」の2種類があります。
　・「誕生から今まで」
　　　 診断のためのスクリーニング検査として使用できます。カットオフ値をもとに結果の解釈を行い、さらなる

診断評価が必要であるかどうかの判断に役立てることができます。
　・「現在」　　　　　　
　　　 対象者の現在（過去３カ月間）の行動を評価し、日常生活の様子を把握することができます。検査の結果は、

治療や介入方針の検討に役立てることができるほか、ASD症状の経時的変化の指標としても活用できます。

製品
コード 品　名 定　価

951 検査用紙：誕生から今まで（20名分1組） 本体 5,400円＋税

952 検査用紙：現在（20名分1組） 本体 5,400円＋税

953 マニュアル 本体 3,500円＋税

概　要

活用方法

価格一覧

SCQ 日本語版（エスシーキュー）

自閉症スペクトラム障害（ASD）のスクリーニング検査

Social Communication Questionnaire
Michael Rutter, M.D., F.R.S., Anthony Bailey, M.D., Sibel Kazak Berument, Ph.D., 

Catherine Lord, Ph.D., ＆ Andrew Pickles, Ph.D. 原著
黒田美保・稲田尚子・内山登紀夫 監訳

種　　類 対人コミュニケーション質問紙（質問紙法）

対象年齢 暦年齢４歳０カ月以上、精神年齢２歳０カ月以上

形　　式

質問項目数
検査用紙「誕生から今まで」40項目
検査用紙「現在」40項目

① 対象者の保護者が、各質問項目に「はい」「いい
え」のいずれかを○で囲んで回答します。

② 検査者が合計得点を算出し、結果の解釈を行い
ます。

所要時間
回答：10分程度
採点：５分程度

購入資格
Level B
SCQ 日本語版は、一定の要件を満たしている方が購入できます。
詳しくは２頁をご覧ください。

SCQ 日本語版は、Western Psychological Servicesとの契約に基づき翻訳出版されたものです。

■ 『SCQ 日本語版』でカットオフ値を超えるなど、ASDの可能性が疑われる場合には、『ADI-R 日本語版』（10頁参照）
と『ADOS-2 日本語版』（12頁参照）でさらなる評価を行うことが推奨されます。



10 11

■ 自閉症および自閉症スペクトラム障害（ASD）の診断評価のための半構造化面接ツールです。専門家が対象者の
保護者に面接を行います。

■幼児（精神年齢２歳０カ月以上）から成人まで、幅広い対象者に実施できます。

■DSM-ⅣおよびICD-10で診断的意義があるとされる３つの機能領域に焦点を当てて構成されています。
　・ 診断基準の３分野に対応した「相互的対人関係の質的異常」、「意思伝達の質的異常」、「限定的・反復的・常同

的行動様式」に、「生後36カ月までに顕在化した発達異常」を加えた４領域についてスコアリングし、それぞ
れのカットオフ値をもとに診断評価を行います。

　　＊ ADI-Rによる判定は、臨床診断に代わるものではありません。臨床診断は、包括的評価から得られたすべての情報に基づいて

行う必要があります。

■発達歴や日常生活全般の様子についての詳細な情報を得ることができます。
　・ ①対象者の背景情報、②行動の全体像を捉える導入質問、③初期発達と重要な発達指標に関する情報、④言語・

その他のスキルの獲得と喪失、⑤ASDに関する機能領域（「言語と意思伝達機能」、「社会的発達と遊び」、「興
味と行動」）、⑥その他の臨床的意義のある行動全般についてたずねます。

■ASD症状の経時的変化を把握することができます。
　・対象者の発達歴や行動特徴を詳細に把握し、治療・介入計画の立案に役立てることができます。
　・治療・介入による変化など、症状の経時的変化の指標として活用することもできます。

■ ADI-R 日本語版の診療報酬点数につきましては、厚生労働省の告示内容（平成28年度診療報酬改定）をご覧く
ださい。

　＊I002　通院・在宅精神療法　注４ 児童思春期精神科専門管理加算「ロ」　

製品
コード 品　名 定　価

954
プロトコル・アルゴリズム

［面接プロトコル１部、包括的アルゴリズム用紙１部］
本体 2,000円＋税

955 マニュアル 本体 7,500円＋税

◆ASDの診断評価に
◆発達歴や日常生活全般の様子について詳細に把握するために
◆ASD症状の経時的変化、介入計画の立案に

概　要

活用方法

価格一覧

ADI-R 日本語版（エーディーアイアール）

自閉症スペクトラムの診断評価のための面接ツール

Autism Diagnostic Interview-Revised
Ann Le Couteur, M.B.B.S., Catherine Lord, Ph.D., ＆ Michael Rutter, M.D., F.R.S. 原著

ADI-R日本語版研究会 監訳
土屋賢治・黒田美保・稲田尚子 マニュアル監修

ADI-R�日本語版はマニュアルを読むことで実施可能ですが、詳細な実施方法や具体的な補足質問
の仕方などを習得するにはマニュアルだけでは不十分とされています。臨床場面における適切な
使用のために、国内で開催されるADI-R�日本語版の臨床用ワークショップに参加されることを強
く推奨します。開催日時・場所等、詳細は金子書房のホームページにて逐次ご案内いたします。

ご案内

種　　類 自閉症診断面接（半構造化面接）

対象年齢

精神年齢２歳０カ月以上
面接は、対象者の成育歴と現在の様子をよく知る人（保
護者など）に行います。

＊対象者は面接には同席しません。

形　　式

面接プロトコル A４判・86ページ

包括的アルゴリズム用紙 A４判・４ページ

① 「面接プロトコル」（検査用冊子）の93項目に
ついて質問・評定（コード化）します。

② 「包括的アルゴリズム用紙」（スコアリングシー
ト）を用いて、結果の解釈を行います。

　・ アルゴリズムには、①カットオフ値をもとに診断評
価を行う「診断アルゴリズム」と、②対象者の現在
の行動（過去３カ月間の行動）について評価を行う 

「現在症アルゴリズム」の２種類があります。

所要時間 回答・評定／採点　１時間半～２時間半

購入資格
Level B
ADI-R 日本語版は、一定の要件を満たしている方が購入できます。
詳しくは２頁をご覧ください。

■ 『ADI-R 日本語版』と『ADOS-2 日本語版』（12頁参照）を組み合わせて使用することで、ASD特性の評価や
診断に役立つ幅広い情報を得ることができます。

ADI-R 日本語版は、Western Psychological Servicesとの契約に基づき翻訳出版されたものです。



12 13

■ 検査用具や質問項目を用いて、自閉症スペクトラム障害（ASD）の評価に関連する行動を観察するアセスメント
です。

■モジュールは全５種類。年齢・発達水準に対応した評価が可能です。
　・発話のない乳幼児から、知的な遅れのない高機能のASD成人まで、幅広く対応しています。
　・ ５種類のモジュールから、対象者の①表出性言語水準、②生活年齢、③興味・能力にあったもの、を１つ選択し、

専用のプロトコル冊子に従って課題の実施や評定、結果の解釈を行います。

　　＊�モジュール選択方法の詳細は、マニュアルに記載されております。マニュアルに従って、検査の実施時にそ
の対象者に最も適したモジュールをご選択ください。

■行動の特徴的な側面を、領域ごとに整理して評価できます。
　・ 行動観察の結果を、「Ａ．言語と意思伝達」「Ｂ．相互的対人関係」「Ｃ．遊び/想像力」「Ｄ．常同行動と限定的興味」

「Ｅ．他の異常行動」の５領域ごとに数値的に評価することができます。

■DSMの診断モデルに基づく判定が行えます。
　・ カットオフ値との比較により判定します。モジュール１－４は「ADOS-2 診断分類」、乳幼児モジュールは

「ADOS-2 懸念の程度」の判定が可能です。

　　＊�ADOS-2診断分類による判定は、臨床診断に代わるものではありません。臨床診断は、包括的評価から得ら
れたすべての情報に基づいて行う必要があります。

■自閉症スペクトラム症状の程度の目安を知ることができます。 
　・ 「モジュール１または２を実施した２～14歳」および「モジュール３を実施した２～16歳」の対象者には、

「ADOS-2比較得点」が用意されています。「ADOS-2比較得点」は、ADOS-2で評価される自閉症スペクト
ラム症状の程度を、同じ生活年齢・言語水準のASD児と比較して表す指標です。症状の経時的変化の解釈にも
活用できます。

ADOS-2日本語版 
スタートセット

●検査用具
●プロトコル冊子　全５種類　各１組（５名分入）
●マニュアル　1冊
  （キャスター付き専用ケース入り：約110cm×55cm×50cm/約28kg）

本体 550,000円＋税

※スタートセットは、金子書房のみの販売となっております。
詳細・ご注文方法は弊社ホームページをご覧ください。

製品
コード 品　名 定　価

971
プ
ロ
ト
コ
ル
冊
子

乳幼児モジュール
（モジュールT）

無言語～二語文レベル
（推奨年齢：12～30カ月）

（5名分1組） 本体 4,500円＋税

972 モジュール１
無言語～二語文レベル

（推奨年齢：31カ月以上）
（5名分1組） 本体 4,500円＋税

973 モジュール２ 三語文で話すレベル （5名分1組） 本体 4,500円＋税
974 モジュール３ 流暢に話すレベル（子ども・青年） （5名分1組） 本体 4,500円＋税
975 モジュール４ 流暢に話すレベル（青年・成人） （5名分1組） 本体 4,500円＋税
976 マニュアル 本体 25,000円＋税

包括的な臨床診断の
ために

自閉症スペクトラム障害（ASD）の他の評価手段や情報とあわせて活用することで、
包括的かつ精度の高い臨床診断が可能になります。

早期診断に向けて 乳幼児モジュールは、将来的にASD診断につながりうるリスクを評価し、継続的な経
過観察の必要性を判定するのに有用です。

効果的な支援・
介入のために

対象者の行動特徴、強みや困難を詳細に把握し、支援・介入計画に役立てることがで
きます。

重症度の指標として 現時点で観察される自閉症スペクトラム症状の重症度、あるいは症状の経時的変化の
指標として活用いただけます。

概　要

活用方法

価格一覧

ADOS-2 日本語版（エイドス・ツー）

自閉症スペクトラム評価のための半構造化観察検査

Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition
C. Lord, M. Rutter, P.C. DiLavore, S. Risi, K. Gotham, S.L. Bishop, 

R.J. Luyster, & W. Guthrie 原著
黒田美保・稲田尚子 監修・監訳

種　　類 自閉症スペクトラム観察検査（半構造化観察・面接）

対象年齢 月齢12カ月以上

形　　式

検査用具や質問項目を用いて、対象者に行動観察
と面接を行い、自閉症スペクトラム障害（ASD）
の評価を行います。 

＊ 専用の「プロトコル冊子」を用いて、検査の実 
施・評定・スコアリングを行います

所要時間 40～60分

購入資格
Level B
ADOS-2 日本語版は、一定の要件を満たしている方が購入できます。
詳しくは２頁をご覧ください。

『ADOS-2�日本語版』を正しく実施するためには、マニュアルを読むだけでは不十分とされてい
ます。臨床場面における適切な使用方法が学べる「ADOS-2�日本語版�導入ワークショップ」や
「ADOS-2�日本語版　臨床用研修会」に参加されることを推奨します。また、『ADOS-2�日本語版』
を研究目的で使用したい場合には、専用の研修会を別途受講する必要がございます。詳細につき
ましては弊社ホームページをご覧ください。

ご案内

■ 『ADOS-2 日本語版』と『ADI-R 日本語版』（10頁参照）を組み合わせて使用することで、ASD特性の評価や
診断に役立つ幅広い情報を得ることができます。

ADOS-2 日本語版は、Western Psychological Servicesとの契約に基づき翻訳出版されたものです。

（写真はイメージです）
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■ ６～18歳の児童・生徒を対象に、注意欠如・多動性障害 （ADHD）およびADHDに併存する可能性の高い素行
障害（CD）、反抗挑戦性障害（ODD）の診断評価に活用できる質問紙検査です。

■DSM-Ⅳ-TRに準拠し、極めて詳細な情報を網羅した臨床的有用性の高い検査です。

■同じ年齢・性別の他の子どもと比較して症状がどの程度存在するかを評価できます。

■複数の回答者（保護者、教師、本人）による情報が容易に比較できるよう構成されています。

■治療・介入計画の作成や経時的変化の把握に活用できます。

構
成
要
素

主要因スケール 臨床的な構成概念を念頭に置いた６スケール
【不注意】【多動性／衝動性】【学習の問題】【実行機能】【挑戦性／攻撃性】【友人／家族関係】

DSM-IV-TRの
症状スケール

DSM-IV-TRの診断基準に基づく４スケール
【ADHD不注意】【ADHD多動性-衝動性】【素行障害（CD）】【反抗挑戦性障害（ODD）】

スクリーニング項目 ADHDと併存することの多い【不安】と【抑うつ】の項目

危険性項目 問題行為の危険性を評価する６項目

妥当性スケール 結果の妥当性を検証する３種類のスケール（好印象・悪印象・矛盾指標）

＊そのほか、コナーズ3 指標、機能障害項目、補足質問などが含まれます。

製品
コード 品　名 定　価

1401 保護者用用紙（5名分1組） 本体 4,500円＋税

1402 教師用用紙（5名分1組） 本体 4,500円＋税

1403 本人用用紙（5名分1組） 本体 4,500円＋税

1404 マニュアル 本体 15,000円＋税

関連書籍

2385 コナーズの評価スケールの臨床適用と解釈事例 本体 12,000円＋税

概　要

価格一覧

Conners 3TM 日本語版（コナーズ）

子どものADHDとその関連症状を評価する質問紙

Conners 3rd Edition
C. Keith Conners 原著

田中康雄 訳・構成

種　　類 ADHD評価スケール（質問紙法）

対象年齢 ６～18歳（本人用のみ  ８～18歳）

形　　式

質問項目数
保護者用　110問
教師用　　115問
本人用　　 99問

過去１ヵ月について「全然当てはまらなかった。」
から「とてもよく当てはまった。」の４段階で回
答します。最終の２問のみ、自由記述式の質問が
あります。

所要時間
回答：20分程度
採点：20分程度

購入資格
Level B
Conners 3  日本語版は、一定の要件を満たしている方が購入できます。
詳しくは２頁をご覧ください。

活用方法

◆ADHDおよびADHDに併存する可能性の高いCD、ODDの診断評価に
◆保護者・教師・本人からの情報の収集・比較に
◆治療方針の決定、介入計画・支援方法の検討に
◆治療の効果・薬物療法の有効性の評価に

Conners 3 日本語版はMulti-Health Systems Inc.との契約に基づき翻訳出版されたものです。
“Conners�3rd�Edition”�is�a�trademark�of�Multi-Health�Systems�Inc.
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CAADIDTM 日本語版（カーディッド）

成人のADHD関連症状を診断するための面接ツール

Conners’Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-IVTM

Jeff Epstein, Ph.D., Diane E. Johnson, Ph.D., & C. Keith Conners, Ph.D. 開発
中村和彦 監修／染木史緒・大西将史 監訳

■成人ADHDの診断評価のための半構造化面接ツールです。
　・ 成人のADHDを診断する際に重要となる成人期と小児期の両方における症状を評価できるように構成されてい

ます。
　・ パートⅠにて対象者の生活歴を簡潔かつ包括的に把握し、パートⅡにて対象者がDSM-IVのADHD基準A～D

に該当するかどうかを判断します。

　◆パートⅠ
　　背景情報／成育歴の記録、ADHD危険因子の有無、併存障害のスクリーニング

　◆パートⅡ
　　ADHDの診断およびサブタイプ（不注意優勢型／多動性-衝動性優勢型／混合型）の評価

■ADHD症状の経時的変化を把握することができます。
　・ パートⅡを繰り返し使用することで、その後の経過観察に役立てることができます。治療効果の確認、治療・

介入方法の決定に活用できます。

製品
コード 品　名 定　価

942 （検査用冊子）パートⅠ　生活歴（5名分1組） 本体 4,500円＋税

943 （検査用冊子）パートⅡ　診断基準（5名分1組） 本体 5,000円＋税

944 マニュアル 本体 8,000円＋税

関連書籍

2173 大人のADHD臨床　アセスメントから治療まで 本体 2,600円＋税

2135 ADHD　注意欠陥／多動性障害の子への治療と介入 本体 2,800円＋税

概　要

活用方法

価格一覧

種　　類 ADHD診断面接ツール（半構造化面接）

対象年齢 18歳以上

形　　式

パートⅠ 生活歴（A4判、20頁）

パートⅡ 診断基準（A4判、32頁）

パートⅠ： 対象者の家庭・学校・職場での様子や、
成育歴、既往歴などの生活歴について、

「はい／いいえ」または自由記述で回
答します。

パートⅡ： 成人期と小児期の両方において問題と
なる症状について、臨床家との面接で
回答します。

所要時間 回答／確認・採点　60～90分

購入資格
Level B
CAADID 日本語版は、一定の要件を満たしている方が購入できます。
詳しくは２頁をご覧ください。

◆成人ADHDの診断評価に
◆ADHD症状の経過観察に
◆治療方針の決定、介入計画・支援方法の検討に

CAADID 日本語版はMulti-Health Systems Inc.との契約に基づき翻訳出版されたものです。
“Conners’Adult�ADHD�Diagnostic�Interview�for�DSM-IVTM（CAADID）”�is�a�trademark�of�Multi-Health�Systems�Inc.
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CAARSTM 日本語版（カーズ）

成人のADHD症状の重症度を把握する質問紙

Conners’Adult ADHD Rating Scales
C. Keith Conners, Ph.D., Drew Erhardt, Ph.D., & Elizabeth Sparrow, Ph.D. 原著

中村和彦 監修／染木史緒・大西将史 監訳

■ADHD症状の重症度が把握できる質問紙です。　
　・ ADHDの中核症状である不注意、多動性、衝動性のほか、関連する症状や行動を量的に評価します。DSM-IV

によるADHD診断基準と整合性のある尺度です。

■ 検査用紙は「自己記入式用紙」「観察者評価式用紙」の2種類があり、複数の回答者からの情報をもとに包括的に
評価を行うことができます。

　＊観察者とは、家族、友人、同僚など最近の対象者をよく知る人を指します。

■スクリーニング検査に活用できます。
　・病院やクリニックなど、様々な機関でスクリーニング検査の一環として活用できます。

■ADHD症状の経過観察に
　・ 繰り返し使用することで、その後の経過観察に役立てることができます。治療効果の確認、治療・介入方法の

決定に活用できます。

概　要

活用方法

価格一覧

製品
コード 品　名 定　価

945 自己記入式用紙（5名分1組） 本体 4,500円＋税

946 観察者評価式用紙（5名分1組） 本体 4,500円＋税

947 マニュアル 本体 12,000円＋税

関連書籍

2173 大人のADHD臨床　アセスメントから治療まで 本体 2,600円＋税

2135 ADHD　注意欠陥／多動性障害の子への治療と介入 本体 2,800円＋税

種　　類 ADHD評価スケール（質問紙法）

対象年齢 18歳以上

形　　式

質問項目数
自己記入式用紙　　66問
観察者評価式用紙　66問

「まったく当てはまらない／まったくない」から
「非常に当てはまる／とても頻繁にある」の４段
階で回答します。

所要時間
回答：15～30分
採点：10分程度

購入資格
Level B
CAARS 日本語版は、一定の要件を満たしている方が購入できます。
詳しくは２頁をご覧ください。

◆成人ADHDのスクリーニング検査として
◆ADHD症状の経過観察に
◆治療方針の決定、介入計画・支援方法の検討に

CAARS 日本語版はMulti-Health Systems Inc.との契約に基づき翻訳出版されたものです。
“Conners’Adult�ADHD�Rating�Scales（CAARS）”�is�a�trademark�of�Multi-Health�Systems,�Inc.
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■ 交流分析理論に基づき、人がもっている“５つの心”の強弱から自己理解を深めます。人の性格の良し悪しを測
るものではありません。

■５つの心とは

◇CP（Critical Parent）批判的な親
　責任感が強い、厳格である、理想をかかげる、といった特徴と関係があります。

◇NP（Nurturing Parent）養育的な親
　思いやりがある、世話好き、受容的である、といった特徴と関係があります。

◇A（Adult）大人
　現実的である、冷静沈着である、客観性を重んじる、といった特徴と関係があります。

◇FC（Free Child）自由な子ども
　感情をストレートに表現する、明朗快活である、創造的である、といった特徴と関係があります。

◇AC（Adapted Child）順応した子ども
　他者を優先する、遠慮がちである、人の評価を気にする、といった特徴と関係があります。

■ 自分の性格特徴や行動パターンに気づき、今後の自己成長をはかる手がかりとして利用できます。また他者との
違いに気づいたり、周囲とのコミュニケーションスタイルを見直すきっかけとしても利用できます。

■ TEGは、診療報酬点数の請求対象となる検査です。臨床心理・神経心理検査／D284人格検査－１操作が容易
なもの／80点（平成28年３月公表）。

※�エゴグラムとは……人の観察可能な行動（言語、声音、表情、ジェスチャー、姿勢、行動）を５つの自我状態に分類し、それらのエ
ネルギー量（発生頻度）の高低を棒グラフで示したものです。

＊�受検方法は「コンピュータ採点」、「自己採点」が選択できます。「コンピュータ採点」は、専用のマーク式用紙をご利用の上、弊社
に送付いただくことで、採点結果報告書を返送させていただくサービスです。詳細はお問合わせください。

TEGⓇは株式会社金子書房の登録商標です。

種　　類 性格検査（質問紙法）

対象年齢 15歳以上

形　　式
質問項目数53問（L尺度３問含む）

「はい」「いいえ」「どちらでもない」で回答します
集団にも個別にも使用できます

所要時間
回答：10分程度
自己採点：５分程度

企業・各種団体

各種研修ツールとして
リーダーシップ開発・マネジメント開発に
他者理解を含めたコミュニケーション能力の向上に
組織の現状を分析し、十分な力を発揮できる組織づくりをするために

医療・看護・福祉／
カウンセリング

心療内科・精神科・神経科などで患者の治療方針を決定するために
性格の偏り、問題・障害や適応の程度を知るために
健康・メンタルヘルスの改善に
患者や職場のスタッフとのコミュニケーションの改善に

教　　育
学級の現状を分析し、魅力ある学級づくりをするために
生徒指導・進路指導・職業指導に
保護者や職場のスタッフとの関係をスムーズにするために

概　要

活用方法

価格一覧

東大式エゴグラム Tokyo University Egogram New Ver.Ⅱ
東京大学医学部心療内科TEG研究会 編

新版TEGⓇⅡ（テグ）

交流分析理論に基づき、“５つの心”から性格特徴をとらえる

製品
コード 品　名 定　価

821 用紙（30名分1組）　 【自己採点用】 本体 7,600円＋税

824 用紙（10名分1組）　 【自己採点用】 本体 2,600円＋税

823 マーク式用紙（10名分1組）　 【コンピュータ採点用】 本体 2,000円＋税

― コンピュータ採点料　 【コンピュータ採点用】
1名 本体 1,000円＋税
201名以上　1名 本体 700円＋税

822 実施マニュアル（手引） 本体 1,200円＋税

2604 新版TEGⅡ　解説とエゴグラム・パターン 本体 2,200円＋税

2627 新版TEGⅡ　活用事例集 本体 2,800円＋税

825 エゴグラム早わかり（10名分1組） 本体 2,000円＋税
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■ 受検者に自由に文章を記述させることで、知能や性格、興味や生活史といった、パーソナリティの全体的把握を
行います。

■受検者の表現や筆跡などを通じ、生の印象を得ることができます。

■ パーソナリティの良い面も悪い面も等しく把握できます。

■ パーソナリティの一面をとらえがちなスコアリング（得点化）は行いません。受検者の反応（言葉）そのものを
重視します。

■ SCTは、診療報酬点数の請求対象となる検査です。臨床心理・神経心理検査／D284人格検査－２操作が複雑
なもの／280点（平成28年３月公表）。

＊�外部機関の習熟した担当者による判定サービスもございます。問合せ先は右ページ下部をご覧ください。

種　　類 性格検査（投影法）

対象年齢

小学生／中学生／高校以上
　小学生用　　　刺激文50問
　中学生用　　　刺激文50問｛高校・成人用　刺激文60問

形　　式
「私の父―」「私はよく―」などの短い刺激文に続
く短文を書きます
集団にも個別にも使用できます

所要時間 回答：40～60分

企業・各種団体 採用時、採用試験では表れにくい心理状態の把握に
社員の対人能力、責任感、達成意欲などの確認に

医療・看護・福祉／
カウンセリング

患者の性格の偏りや問題、適応の程度を知るための手がかりとして
インテーク時、クライエントのトータルな人間像の把握に

教　　育 生徒・学生の価値観や性格を把握した上での生活指導や進路指導に
面接を行うための資料として

概　要

活用方法

価格一覧

Sentence Completion Test
佐野勝男・槇田　仁 著

受検者に短文を書かせ、知能や性格などトータルな人間像を把握

精研式文章完成法テスト SCTⓇ
　（エスシーティー）

［小学生用／中学生用／高校・成人用］

判定技術の習得や判定依頼を希望される方は、下記にお問合せください。
■一般社団法人  日本SCT学会  事務局［セミナーK／フォローアップ研修会］
　Tel：042-387-6375　（法政大学理工学部創成科学科　伊藤隆一研究室）　http://jscta.tokyo
■東京国際キャリア・ダイナミックス［基礎コース／専門コース］
　Tel：03-3479-0360　　http://www.tcd.gr.jp

ご案内

製品
コード

品　名 定　価

358 高校・成人用　用紙 本体 200円＋税

359 中学生用　用紙 本体 200円＋税

360 小学生用　用紙 本体 200円＋税

356 精研式文章完成法テスト解説　－成人用－ 本体 5,340円＋税

362 精研式文章完成法テスト解説　－小・中学生用－ 本体 2,524円＋税

658 精研式文章完成法テスト事例集　－中学生用－ 本体 7,500円＋税

659 精研式文章完成法テスト事例集　－小学生用－ 本体 7,500円＋税

365 パーソナリティの診断　総説　手引 本体 4,500円＋税

363 文章完成法（SCT）による　パーソナリティの診断　手引 本体 3,000円＋税

364 精研式文章完成法テスト（SCT）　新・事例集 本体 4,500円＋税

関連書籍

2166 SCT（精研式文章完成法テスト）活用ガイド 本体 6,800円＋税

2162 管理能力開発のためのインバスケット・ゲーム［改訂版］ 本体 8,500円＋税

精研式文章完成法テスト�SCTⓇは株式会社金子書房の登録商標です。
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種　　類 性格検査（質問紙法）

対象年齢 15歳以上

形　　式
質問項目数50問（L尺度５問含む）

「はい」「いいえ」「どちらでもない」で回答します
集団にも個別にも使用できます

所要時間
回答：10分程度
自己採点：10分程度

活用方法

価格一覧

Kretschmer Type Personality Inventory
金子心理研究所 編

KT性格検査Ⓡ
（ケイティー）

5つのタイプ傾向から性格を判定

製品コード 品　名 定　価

882
用紙（20名分1組）　 

【自己採点用】
（結果の見方10名分同封）

本体 5,600円＋税

884 マーク式用紙（20名分1組）　 【コンピュータ採点用】 本体 4,000円＋税

― コンピュータ採点料　 【コンピュータ採点用】 1名 本体 800円＋税

883 KT性格検査　実施マニュアル 本体 1,800円＋税

KT性格検査Ⓡは株式会社金子書房の登録商標です。

■ ドイツの精神医学者クレッチマーの精神医学的性格類型にもとづいて作成された、質問紙による性
格検査です。

■ ５つの性格タイプ（自己抑制型、自己開放型、着実型、繊細型、信念確信型）の傾向を判定します。
受検者を１つのタイプに固定することなく、検査結果は５つのタイプの特徴がどの程度みられるか
を数値に置き換え、わかりやすくグラフ化して示します。

■ ロールシャッハ・テストに範を求めたインク・ブロット・テストです。５枚の図版（インクのしみ）
を受検者に見せ、それが何に見えるかを回答させる投影法の検査です。

■ 社会への適応状態、自己統制力、情緒不安定などの、個人のパーソナリティ特徴を総合的に診断します。

■Ａ型（Ａ型マーク式用紙）とＢ型の違い
　 Ａ型とＢ型では、質問項目数が異なります。Ａ型およびＡ型マーク式用紙は各図に対して15問、計75
問で構成されています。それに対しＢ型は各図に対して18問、計90問で構成されています。Ａ型、Ｂ
型のいずれを用いてもほぼ同様の判定結果を得られることが分かっています。Ｂ型は反応数（回答数）
が多い分、より豊かな解釈が可能です。検査時間が限られている場合などはA型の利用がお勧めです。

概  要

概  要

◆各種研修ツールとして
◆コミュニケーションの円滑化、メンタルヘルス対策に
◆自己理解を深めるためのツールとして、進路指導・就職指導に

＊�受検方法は「コンピュータ採点」、「自己採点」が選択できます。「コンピュータ採点」は、専用のＡ型マーク式用紙をご利用の上、
弊社に送付いただくことで、採点結果報告書を返送させていただくサービスです。詳細はお問合せください。

種　　類 性格検査（投影法）

対象年齢 中学校1年生以上

形　　式

《用紙の種類により多少異なります》
　Ａ型用紙　５つの各図に対して選択式の15問　全体で75問｛Ｂ型用紙　５つの各図に対して選択式の18問　全体で90問
主に集団検査として使用します

所要時間

《用紙の種類により多少異なります》
回答：
　Ａ型用紙　中学生50分程度・高校生以上40分程度｛Ｂ型用紙　中学生60分程度・高校生以上50分程度

活用方法 ◆企業・各種団体（警察・人事委員会等）で、採用検討の参考資料として

製品コード 品　名 定　価
331 A型用紙　 【自己採点用】 本体 380円＋税
1333 A型マーク式用紙　 【コンピュータ採点用】 本体 380円＋税

― コンピュータ採点料　 【コンピュータ採点用】
5名まで一律 本体 4,000円＋税
6名以上　1名 本体 800円＋税

1331 B型用紙　 【自己採点用】 本体 380円＋税
1334 改訂新版　A型／B型手引 本体 2,400円＋税

価格一覧

本明　寛 編

集団用ロールシャッハ法式

新版 人格診断検査
（略称：集団ロール）

ロールシャッハ・テストをもとにしながら集団での実施を可能にした
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ＴＳ式幼児・児童性格診断検査
高木俊一郎・坂本龍生／ほか 著

種　　類 性格検査（質問紙法）

対象年齢 ３歳～小６

形　　式
質問項目数139問

「はい」「いいえ」で回答します

所要時間 回答：20分程度

製品
コード 品　名 定　価

880 用紙 本体 240円＋税

881 手引 本体 1,200円＋税

価格一覧

■ 就学前の子どもに適用できる性格検査です。
■親・養育者による他者評価形式です。
■ タイプ分けをすることが目的ではなく、性格が形成

される基礎段階にある子どもたちを客観的に把握し、
養育上必要な配慮を見出すための検査です。

■ 顕示性、神経質、情緒不安、自制力、依存性、退行性、
攻撃性、社会性、家庭適応、学校適応、体質傾向の
11項目を診断します。

初版発行：1997年　最終標準化：1997年

概　要

改訂版  精研式パーソナリティ・インベントリィ
INV

佐野勝男・槇田仁・坂部先平 共著

種　　類 性格検査（質問紙法）

対象年齢 15歳以上

形　　式
質問項目数50問

「あまりない方」から「非常にある方」、までの４段階で回答します

所要時間 回答：20分程度

製品
コード 品　名 定　価

357 用紙（評価用紙付） 本体 160円＋税

1362 手引 本体 2,000円＋税

価格一覧

■ クレッチマーの精神医学的性格類型に基づき、Ｓ（分
裂質）、Ｚ（循環質）、Ｅ（テンカン質）、Ｈ（ヒステリー）、
Ｎ（神経質）の5類型から性格特徴を判定します。

初版発行：1984年　最終標準化：1984年

概　要

■ ロールシャッハ・テストの検査結果を集計、記録するための片口式整理用紙です。

■ 分類表（Scoring List）、基礎整理表（Basic Scoring Table）、まとめの表（Summary Scoring Table）、サ
イコグラム（Psychogram）、および図版の写真短縮版（Location Chart）から構成されています。

製品
コード 品　名 定　価

660 整理用紙K-Ⅷ（25名分1組）〈片口式〉 本体 7,500円＋税

関連書籍

1781 改訂　新・心理診断法 本体 9,500円＋税

661 ロールシャッハ・テストの学習 本体 4,500円＋税

3808 ロールシャッハ検査法 本体 6,500円＋税

2315 こころへの途 本体 5,400円＋税

662 ロールシャッハ・スコアリング 本体 3,500円＋税

2578 新・完訳　精神診断学 本体 8,000円＋税

2322 子どものロールシャッハ法 本体 4,400円＋税

2327 基本からのロールシャッハ法 本体 3,800円＋税

2372 コンセンサス　ロールシャッハ法 本体 3,300円＋税

2646 児童・青年期臨床に活きるロールシャッハ法 本体 3,500円＋税

3821 ロールシャッハ法と「穴」のある風景構成法の統合的活用 本体 3,200円＋税

形　　式 結果を手書きで記入、整理するためのB5判の整理用紙です

概　要

価格一覧

RORSCHACH DATA SHEET（K-Ⅷ）
片口安史 著

片口式ロールシャッハ・テストの整理用紙

ロールシャッハ・テスト　整理用紙K-Ⅷ
（ケイエイト）
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集団TAT検査
野村勝彦・牛島義友 共著

種　　類 性格検査（投影法）

対象年齢 小５～大学２年

形　　式
図版10枚
各図版につき選択肢から、自分の感じたことに近いものを選択します

所要時間 回答：45分程度

製品
コード 品　名 定　価

352 用紙 本体 320円＋税

353 手引 本体 500円＋税

価格一覧

■ 本来個別検査であるTATを、集団に実施するために
開発された検査です。多数の受検者に同時に検査で
き、採点も簡易です。

■欲求の種類、フラストレーションの診断に有効です。

■図版は作成当時の生活を反映しています。

初版発行：1958年　最終標準化：1958年

概　要

絵画空想法
PRT　［標準版／SF版］

小嶋謙四郎・槇田　仁・佐野勝男・山本和郎 編著

種　　類 性格検査（投影法）

対象年齢 15歳以上

形　　式
標準版：全20枚＋補２枚　　SF版：図版の数をしぼりこみ実施します
いずれも、各図版につき選択肢から、自分の感じたことに近いものを選択します

所要時間 回答：概ね１時間～２時間（標準版）

製品
コード 品　名 定　価

219 図版 本体 28,000円＋税

218 解説書 本体 5,000円＋税

221 手引 本体 3,000円＋税

222 標準版　用紙（10名分1組） 本体 7,000円＋税

223 SF版　用紙（10名分1組） 本体 4,000円＋税

価格一覧

■ 精研式TATの発展的試案です。
■ 受検者の生活空間の広さ、生き方（主体性、柔軟性）、

生活感情、全体像、病的特徴などを把握します。
■ １．状況知覚　２．Feeling Tone　３．登場人物　

４．物語内容　５．Self Referenceの５つの評価項
目より性格特性を把握します。

■ SF版（Short Form)では、図版の数をしぼりこむこ
とで実施時間を短縮できるようにしました。

初版発行：1978年　最終標準化：1999年

概　要

TAT日本版試案  絵画統覚検査
早大版TAT
戸川行男 著

種　　類 性格検査（投影法）

対象年齢 ８歳以上

形　　式
18枚の図版に対して
自由回答します

所要時間 回答：概ね１時間～２時間

製品
コード 品　名 定　価

333 図版 本体 28,000円＋税

334 解説書 本体 2,913円＋税

335 用紙（20名分1組） 本体 6,000円＋税

価格一覧

■ 一定の絵を見せて空想的な物語を作らせ、それを分
析し個人の意識的･無意識的な諸傾向を把握します。

■ 図版は、おかっぱ、割烹着、着物など、作成当時の
生活を反映したものとなっています。

初版発行：1953年　最終標準化：1953年

概　要
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■ 疾病の有無を判定するのではなく、受検者の主観的幸福感、生活の質を測定します。

■ 身体的領域、心理的領域、社会的関係、環境領域の４領域のQOLを問う24項目と、QOL全体を問う２項目の、
全26項目から構成されています。

■4つの領域とは
◇身体的領域
　日常生活動作／医薬品と医療への依存／活力と疲労／移動能力／痛みと不快／睡眠と休養／仕事の能力
◇心理的領域
　�ボディ・イメージ／否定的感情／肯定的感情／自己評価／精神性・宗教・信念／思考・学習・記憶・集中力
◇社会的関係
　人間関係／社会的支え／性的活動
◇環境領域
　�金銭関係／自由・安全と治安／健康と社会的ケア：利用のしやすさと質／居住環境／新しい情報・技術の
獲得の機会／余暇活動への参加と機会／生活圏の環境／交通手段

■検査用紙１枚で、回答と採点が簡単に行えます。

■欧米、アジア、先進国、開発途上国と、幅広く用いられている世界的な検査です。

■ QOL26は、診療報酬点数の請求対象となる検査です。臨床心理・神経心理検査／D285その他の心理検査
－１操作が容易なもの／80点（平成28年3月公表）。

■高齢者・障害者の生活の質の把握に
■職員の精神健康度を測る指標として
■在宅介護者の負担度の測定に
■教員や生徒、学生を取り巻く生活環境の見直しに

概  要

活用方法

WHO QOL26（キューオーエル）

WHOが開発した“生活の質”を測る調査票

WHO Quality of Life 26
世界保健機関・精神保健と薬物乱用予防部 編

田崎美弥子・中根允文 監修

■疾病の有無を判定するのではなく、受検者の心の健康度（陽性感情）および心の疲労度（陰性感情）を測
定します。

■11の下位尺度から、心の健康度、心の疲労度を評価します。

■11の下位尺度とは
◇人生に対する前向きの気持ち
◇達成感
◇自信
◇至福感
◇近親者の支え
◇社会的な支え
◇家族との関係
◇精神的なコントロール感
◇身体的な不健康感
◇社会的つながりの不足
◇人生に対する失望感

■ 陽性感情と陰性感情は、必ずしも相関せず、それぞれの感情が独立して働くと考えられています。たとえ
ば陰性感情が若干強く感じられるようなストレス状況でも、陽性感情を感じることができれば充実した日
常生活を送れる可能性がでてくるとされています。これら２つの感情を独立して捉えることで、受検者の
状況に応じた働きかけが可能になります。

■検査用紙１枚で、回答と採点が簡単に行えます。

■がんや慢性疾患患者の心の状態の把握に
■高齢者や障害者の心の健康状態の把握に
■職員の心の健康状態の把握に
■在宅介護者の負担度の把握に
■教員や生徒、学生を取り巻く生活環境の見直しに

概  要

活用方法

WHO SUBI（スビ）

WHOが開発した“心の健康度＆心の疲労度”を測る質問紙

The Subjective Well-being Inventory
WHO［Dr.H.Sell, Dr.R.Nagpal］ 原著

大野　裕・吉村公雄 構成

種　　類 QOL調査票（質問紙法）

対象年齢 18歳以上

形　　式

質問項目数26問
「過去２週間にどのように感じたか」、「過去２週間に
どのくらい満足したか」、あるいは「過去２週間にど
のくらいの頻度で経験したか」を、「まったくない」「少
しだけ」「多少は」「かなり」「非常に」などの５段階で
回答します
集団にも個別にも使用できます

所要時間
回答：10分程度
自己採点：5分程度

製品コード 品　名 定　価

860 用紙（50名分1組）　 本体 9,000円＋税

862 手引　改訂版　 本体 1,600円＋税

種　　類 心の健康自己評価質問紙（質問紙法）

対象年齢 18歳以上

形　　式

質問項目数40問
「非常にそう思う」「ある程度はそう思う」「あまりそう
は思わない」などの３段階で回答します
集団にも個別にも使用できます

所要時間
回答：10分程度
自己採点：５分程度

製品コード 品　名 定　価

840 用紙（30名分1組）　 本体 5,400円＋税

842 手引　第2版　 本体 1,200円＋税
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■簡単な一桁の足し算を連続して行います。受検者が作為的に回答しにくい検査ともいえます。
■ 検査用紙には、数字が横に115字、34行に渡り印刷されています。受検者は、この横に並んでいる数字を、

号令に従い第一行目から１字目と２字目、２字目と３字目、３字目と４字目、というように加算し、その
答えを数字の間に書き込んでいきます。

■日本語の分からない外国人でも受検が可能です。
■ 検査結果から、『人が作業（行動）するときの能力』、『その能力を発揮するときの特徴』を判定します。知能、

仕事（作業）の処理能力、積極性、活動のテンポ、意欲などの高低、性格、行動ぶり、仕事ぶりといった
面の特徴（くせ）、特異な行動の程度、偏りの程度とその内容等をみることができます。

■ 内田クレペリン検査は、診療報酬点数の請求対象となる検査です。臨床心理・神経心理検査／D285その
他の心理検査－２操作が複雑なもの／280点（2012年３月公表）。

■企業などにおいて、採用試験として、受検者の資質やその人らしさを把握するために
■配属先決定の際の補助資料に
■医療機関において、精神的な状態を知るために
■教育機関において、児童・生徒・学生の性格を把握したうえでの生活指導、進路指導に

概  要

活用方法

内田クレペリン検査Ⓡ

足し算を一定時間連続して行い、その作業結果から能力や性格・行動特徴を測定

Uchida-Kraepelin Test
株式会社日本・精神技術研究所 作成

内田勇三郎 著

種　　類 適性検査（作業検査法）

対象年齢
小学生／中学生以上
　標準型は中学生以上｛児童型は小学生

形　　式 簡単な一桁の足し算を一定時間連続して行います。
集団にも個別にも使用できます

所要時間
回答：練習を含めて60分程度
自己採点：ただし、採点と判定には専門的知識が必要
です

製品コード 品　名 定　価

710 標準型用紙 本体 86円＋税
711 児童型用紙 本体 58円＋税
714 解説書「基礎テキスト」 本体 4,500円＋税
717 曲線型図例集 本体 2,600円＋税
718 数量的評価法 本体 850円＋税
720 定型スケール 本体 1,100円＋税
721 誤答調べ尺 本体 1,100円＋税
755 号令CD 本体 1,900円＋税
723 性格行動特性判定解説 本体 520円＋税
726 X-1カード 本体 3,000円＋税
744 判定実務図例集セット 本体 8,600円＋税

FⅠ、FⅡ、FⅢ別売可 本体 3,200円＋税

― コンピュータ採点料 ㈱日本・精神技術研究所へお問合せ
ください（TEL：03-3234-2961）

内田クレペリン検査Ⓡは株式会社日本・精神技術研究所の登録商標です。

CLAS（クラス）
大学生活不安尺度

大学生活における不適応度の高い学生を発見し、学生支援や大学改革に役立てる心理アセスメント

College Life Anxiety Scale
藤井義久 編

■個々の学生の大学への適応状態を把握する質問紙です。
■現在、学生生活にどのような不安をもっているのか、タイプ判定ができます。
■大規模なデータ調査により確固たる統計基盤をもっている、学生生活に焦点をあてた不安検査です。

＊�受検方法は「コンピュータ採点」、「自己採点」が選択できます。「コンピュータ採点」は、専用のマーク式用紙をご利用の上、弊社
に送付いただくことで、採点結果報告書を返送させていただくサービスです。詳細はお問合わせください。

種　　類 大学生活不安尺度（質問紙法）

対　　象 大学生

形　　式
質問項目数30問

「はい」「いいえ」で回答します
集団にも個別にも使用できます

所要時間
回答：10分～15分
自己採点：５分程度

概　要

価格一覧

製品コード 品　名 定　価

956
CLAS用紙〔複写式・自己採点用〕（10名分1組）

（結果の見方10名分同封）
本体 2,500円＋税

957 CLASマニュアル 本体 2,000円＋税

958 CLASマーク式用紙〔コンピュータ採点用〕（20名分1組） 本体 4,000円＋税

― コンピュータ採点料 1名 本体 300円＋税

活用方法

◆大学にて、問題をかけている学生の早期発見・早期対応に
◆学生相談室やカウンセリングルームに何らかの問題で相談に来た学生のアセスメントに
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■ 過去１か月間の社交不安障害（以下SAD）の重症度を測定します。本検査はSADの診断をするものではなく、
対人緊張度とそれによる障害度を測定することを目的としています。治療効果の判定や、SADのスクリーニング
検査として用いることもできます。

■４項目から、SADの重症度を測定します。
■４項目とは
◇日常生活上の種々な状況における恐怖度
◇日常生活上の種々な状況における回避度
◇不安の身体症状
◇日常生活支障度
■検査用紙１枚で、回答と採点が簡単に行えます。
■ 10項目の身体症状について評価します。また、DSM-Ⅳ-TRの診断基準、日常生活支障度を評価する項目も含ん

でいることが特徴です。

製品
コード 品　名 定　価

1391 用紙（10名分1組）　 本体 2,700円＋税

1392 実施の手引　 本体 1,800円＋税

種　　類 質問紙法

対象年齢 15歳以上

形　　式

質問項目数29問
過去１か月について、「ない」「軽度」「中等度」「高
度」「非常に高度」などの５段階で回答します
主に個別検査として使用します

所要時間
回答：10分程度
自己採点：５分程度（最終診断は、専門医が行い
ます）

医療・看護・福祉／
カウンセリング

精神科などでの治療方針の決定や、治療過程における変化の評価の指標に
SADのスクリーニングに

概　要

活用方法

価格一覧

Social Anxiety Disorder Scale
貝谷久宣 編

社交不安障害検査
社交不安障害のスクリーニング、重症度の測定に

■ PCL-Rの検査用紙は複写式になっており、採点と記録が容易に行えます。
■サイコパシーとしての精神病質者、反社会性、人格障害などを評定する、世界的に認められた検査です。
■ 暴力行為を伴う犯罪、一般的犯罪の再犯性、司法精神科患者の入院の必要性および治療可能性、治療効果の適切

性判定、退院時期などの評価に有効です。
■ 評定は、インタビューガイドと検査用紙を用いて行います。125の質問項目が載っているインタビューガイドを

用い、受検者からサイコパシーに関する情報を確認するための半構造化面接を行います。面接では、学校適応、
職歴、将来の目標、財政状況などを確認します。

■ 面接で得られた情報の信頼性を評価するための追加調査として、人物の家族歴、教育歴、雇用歴、犯罪歴などの
補足情報も利用します。

■これらの情報を総合し、検査用紙では20の項目から受検者を評定し、その結果からプロフィールを描きます。

種　　類 サイコパシーチェックリスト（半構造化面接）
対象年齢 18歳以上

形　　式

「インタビューガイド」を用いて半構造化面接を
行います。また「検査用紙」を用いた評定を行い
ます。評定は20項目に対して、「いいえ」「おそら
く」「はい」の３件法で行います。
個別検査です

所要時間 面接：１時間半～２時間
補足情報の検討：１時間

概　要

社会への適応状態、自己統制力、情緒安定性などを測る

HARE PCL-RTM 第2版  日本語版
（ピーシーエルアール）

Hare Psychopathy Checklist-Revised PCL-R 2nd Edition Japanese Version
Robert D.Hare 原著

西村由貴 構成

購入資格 Level C （PCL-Rは、一定の要件を満たしている方が購入できます。）詳しくは２頁をご覧ください。

製品
コード 品　名 定　価

1370 用紙（検査用紙＆インタビューガイド　各10名分入）　 本体 15,000円＋税
1371 評定用解説書　 本体 9,000円＋税
1372 テクニカルマニュアル　 本体 30,000円＋税

※『HARE PCL-R 第２版  日本語版』の全商品は金子書房のみの販売となっております。

司法・警察
家庭裁判所、警察などの司法精神医学場面など暴力行為を伴う犯罪、ないしは一般的
犯罪の再犯性、仮釈放の評価、司法精神科患者の入院の必要性および治療可能性・治
療効果の適性判定、退院時期などの評価

医療・看護・福祉 心神喪失者医療観察法指定病院や医療機関の臨床場面

活用方法

価格一覧

Hare�Psychopathy�Checklist-Revised�（PCL-RTM）�is�a�trademark�of�Multi-Health�Systems�Inc.

PCL-Rの評定演習等を行うワークショップは、下記団体にて定期的に開催されております。
■PCL-R 日本事務局　Tel：045-566-1119　　http://www.pcl-r.jpご案内
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＊受検方法は「コンピュータ採点」、「自己採点」が選択できます。

種　　類 知能検査

対象年齢

低Bは小学校1年・2年　中Bは小学校3年・4年
高Bは小学校5年・6年
1・2Bは中学校1年・2年　3Bは中学校3年以上
高校生まで

形　　式
7つの下位検査「けんさ1～7」から構成されてい
ます。各検査に制限時間があります。
集団にも個別にも使用できます

所要時間
回答：低B、中B、高Bは40分
　　　1・2B、3Bは45分
自己採点：10分程度

田中寛一・岡本奎六・田中英彦 著

言語をあまり使わない、図形や数字の問題を中心とした知能検査

新田中B式知能検査
［低B／中B／高B／1・2B／3B］

製品コード 品　名 定　価
120 低B用紙 本体 260円＋税
121   ″  手引 本体 500円＋税
122   ″  採点盤 本体 500円＋税
123   ″  掛図 本体 500円＋税
124 中B用紙 本体 260円＋税
125   ″  手引 本体 500円＋税
126   ″  採点盤 本体 500円＋税
127   ″  掛図 本体 500円＋税
94 高B用紙 本体 260円＋税
95   ″  手引 本体 500円＋税
96   ″  採点盤 本体 500円＋税
97   ″  掛図 本体 500円＋税
128 1・2B用紙 本体 260円＋税
129     ″    手引 本体 500円＋税
130     ″    採点盤 本体 500円＋税
48 3B用紙 本体 260円＋税
49  ″ 手引 本体 500円＋税
50  ″ 採点盤 本体 500円＋税
― コンピュータ採点料 本体 200円＋税

価格一覧

新版C式  幼児用知能検査
岡本奎六・藤原喜悦・下山　剛 共著

種　　類 知能検査（質問紙法）

対象年齢 ４歳～７歳11か月

形　　式
「テスト１～６」から構成されています
各検査に制限時間があります

所要時間 回答：30分程度

製品
コード 品　名 定　価

1171 用紙 本体 262円＋税

1172 手引 本体 476円＋税

1173 採点盤 本体 500円＋税

価格一覧

■  文字を使用しないで、すべて絵によって知能を測定
します。

■ 異同の弁別、数量の弁別、組み合せ、絵単語、抹消作 
業、絵の完成の６つのテストで構成されています。

初版発行：1960年　最終標準化：1985年

概　要
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心理検査　価格一覧表
2017年1月現在　（単位：円）

検　　査　　名

購
入
資
格
が
必
要

な
商
品
（
●
印
）

製品
コード 品　　名 定　価

■ 気分、ストレスに関する検査

POMS 2 日本語版

● 920 検査用紙：成人用 全項目版 （20名分1組） 本体 6,000＋税

● 921 検査用紙：成人用 短縮版 （20名分1組） 本体 6,000＋税

● 922 検査用紙：青少年用 全項目版 （20名分1組） 本体 6,000＋税

● 923 検査用紙：青少年用 短縮版 （20名分1組） 本体 6,000＋税

● 924 マニュアル 本体 15,000＋税

852 診断・指導に活かすPOMS事例集
（前版の『日本語版POMS』に関する書籍です。）

本体 2,800＋税

854 POMS短縮版　手引と事例解説
（前版の『日本語版POMS 短縮版』に関する書籍です。）

本体 2,400＋税

CISS 日本語版

● 948 検査用紙（30名分1組） 本体 7,500＋税

● 949 マニュアル 本体 6,000＋税

■ 自閉症スペクトラム障害に関する検査

SCQ 日本語版

● 951 検査用紙：誕生から今まで（20名分1組） 本体 5,400＋税

● 952 検査用紙：現在（20名分1組） 本体 5,400＋税

● 953 マニュアル 本体 3,500＋税

ADI-R 日本語版

● 954 プロトコル・アルゴリズム
［面接プロトコル１部、包括的アルゴリズム用紙１部］ 本体 2,000＋税

● 955 マニュアル 本体 7,500＋税

ADOS-2 日本語版

● ―
スタートセット＊
検査用具、マニュアル 1冊（プロトコル冊子 全５種類　各1組（5名分入）） 本体 550,000＋税

● 971 プロトコル冊子 乳幼児モジュール
（モジュールT） （5名分1組） 本体 4,500＋税

● 972 プロトコル冊子 モジュール１ （5名分1組） 本体 4,500＋税

● 973 プロトコル冊子 モジュール２  （5名分1組） 本体 4,500＋税

● 974 プロトコル冊子 モジュール３  （5名分1組） 本体 4,500＋税

● 975 プロトコル冊子 モジュール４ （5名分1組） 本体 4,500＋税

● 976 マニュアル 本体 25,000＋税

＊金子書房のみが販売している商品です。弊社以外の心理検査取扱店での販売はいたしておりませんので、ご了承ください。

■ 発達障害アセスメント　関連書籍

発達障害児者支援と
アセスメントのガイドライン

ハンディシリーズ　発達障害支援・特別支援教育ナビ

これからの発達障害のアセスメント
支援の一歩となるために

辻井正次 監修／明翫光宜 編集代表／松本かおり・染木史緒・伊藤大幸 編

柘植雅義 監修／黒田美保 編著

B5判・440頁　定価　本体5,500円＋税
ISBN 978-4-7608-3257-6

A5判・108頁　定価　本体1,300円＋税
ISBN 978-4-7608-9543-4

発達障害のアセスメントに関する必要な基礎知識を解説

発達障害支援と特別支援教育の理解と実践をワンテーマで掘り下げるシリーズの『第３弾』

日本国内で使用可能で、グロ
ーバルスタンダードな発達障
害の診断・支援に必要なアセ
スメントツールの特徴と活用
法を、医療・心理・教育・福
祉領域の支援者を対象に、わ
かりやすく解説。

シリーズ第３弾では、特別支援・発達
障害支援を進める上での一番の基本と
なる「アセスメント」がテーマ。金
子書房で日本語版が発売されている

「ADOS-2」「ADI-R」をはじめ、ASD、
ADHD、LDのアセスメント、知能検査、
適応行動検査、感覚・運動の検査の内
容が分かり易く紹介されている。

■ 新版TEGⅡ 交流分析　関連書籍

図解＆ワークでわかる・身につく
初学者のための交流分析の基礎

メンタルヘルスに活かす
TA 実践ワーク

職場に活かす  TA 実践ワーク
人材育成、企業研修のための25のワーク

中村延江・田副真美・片岡ちなつ 著

畔柳　修 著

畔柳　修 著

B5判・124頁　定価　本体2,600円＋税
ISBN 978-4-7608-2371-0

B5判・236頁　定価　本体3,000円＋税
ISBN 978-4-7608-3417-4

B5判・216頁　定価　本体3,000円＋税
ISBN 978-4-7608-2638-4

人生に役立つ、自己理解とコミュニケーションの心理学

企業・組織においてのメンタルヘルスにTAを活かす

職場に活かせるTA（交流分析）の理論と実践ワークを多数紹介

自己分析を通して性格の成り
立ちや対人関係の仕組みを理
解する、交流分析の入門書。
主要理論が図解されていてわ
かりやすく、事例とワークで
実践的に学ぶことができる。

組織や企業においてメンタル
ヘルス（特にセルフケア）に、
TA（交流分析）を活用した実
践向きのワークである。一次ケ
ア、二次ケア、三次ケアの広い
範囲を扱い、コミュニケーショ
ン研修やマネジメント研修な
どにも幅広く応用できる。

職場のコミュニケーションを
円滑にする、好ましいリーダ
ーシップを発揮する、組織の
活性化を促すなど、職場に活
かせるTA（交流分析）の理
論と実践ワークを多数紹介。



40 41

（単位：円）
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製品
コード 品　　名 定　価

■ ADHDに関する検査
Conners 3 日本語版

● 1401 保護者用用紙（5名分1組） 本体 4,500＋税

● 1402 教師用用紙（5名分1組） 本体 4,500＋税

● 1403 本人用用紙（5名分1組） 本体 4,500＋税

● 1404 マニュアル 本体 15,000＋税

2385 コナーズの評価スケールの臨床適用と解釈事例 本体 12,000＋税

CAADID 日本語版
● 942 （検査用冊子）パートⅠ　生活歴（5名分1組） 本体 4,500＋税

● 943 （検査用冊子）パートⅡ　診断基準（5名分1組） 本体 5,000＋税

● 944 マニュアル 本体 8,000＋税

2135 ADHD注意欠陥／多動性障害の子への治療と介入 本体 2,800＋税

CAARS 日本語版
● 945 自己記入式用紙（5名分1組） 本体 4,500＋税

● 946 観察者評価式用紙（5名分1組） 本体 4,500＋税

● 947 マニュアル 本体 12,000＋税

2135 ADHD注意欠陥／多動性障害の子への治療と介入 本体 2,800＋税

■ 性格検査
新版TEGⅡ

821 用紙（30名分1組） 【自己採点用】 本体 7,600＋税

824 用紙（10名分1組） 【自己採点用】 本体 2,600＋税

823 マーク式用紙（10名分1組）
 【コンピュータ採点用】 本体 2,000＋税

822 実施マニュアル（手引） 本体 1,200＋税

2604 新版TEGⅡ解説とエゴグラム・パターン 本体 2,200＋税

2627 新版TEGⅡ活用事例集 本体 2,800＋税

825 エゴグラム早わかり（10名分1組） 本体 2,000＋税

― コンピュータ採点料 【コンピュータ採点用】 1名 本体 （1,000）＋税
201名以上 1名 本体 （ 700）＋税

精研式文章完成法テスト　SCT
358 高校・成人用　用紙（評価用紙付） 本体 200＋税

356 精研式文章完成法テスト解説　－成人用－ 本体 5,340＋税

359 中学生用　用紙 本体 200＋税

360 小学生用　用紙 本体 200＋税

2166 SCT（精研式文章完成法テスト）活用ガイド 本体 6,800＋税

362 精研式文章完成法テスト解説　－小・中学生用－ 本体 2,524＋税

658 精研式文章完成法テスト事例集　－中学生用－ 本体 7,500＋税

659 精研式文章完成法テスト事例集　－小学生用－ 本体 7,500＋税

365 パーソナリティの診断　総説　手引 本体 4,500＋税

363 文章完成法（SCT）による　パーソナリティの
診断　手引 本体 3,000＋税

364 精研式文章完成法テスト（SCT）　新・事例集 本体 4,500＋税

2162 管理能力開発のためのインバスケット・ゲーム
［改訂版］ 本体 8,500＋税

― 習熟した担当者による判定サービスもございます。詳しくは8頁 SCTをご覧ください。
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コード 品　　名 定　価

KT性格検査
882 用紙（20名分1組） 【自己採点用】 本体 5,600＋税

884 マーク式用紙（20名分1組）
  【コンピュータ採点用】 本体 4,000＋税

883 KT性格検査　実施マニュアル 本体 1,800＋税

― コンピュータ採点料 【コンピュータ採点用】 1名 本体 （800）＋税 

集団用ロールシャッハ法式　新版人格診断検査
331 A型用紙 【自己採点用】 本体 380＋税

1333 A型マーク式用紙 【コンピュータ採点用】 本体 380＋税

1331 B型用紙 【自己採点用】 本体 380＋税

1334 改訂新版　A型／B型手引 本体 2,400＋税

― コンピュータ採点料 【コンピュータ採点用】 5名まで一律 本体 （4,000）＋税
6名以上　1名 本体 （ 800）＋税

ロールシャッハ・テスト
660 整理用紙K-Ⅷ（25名分1組）〈片口式〉 本体 7,500＋税

1781 改訂　新・心理診断法 本体 9,500＋税

661 ロールシャッハ・テストの学習 本体 4,500＋税

3808 ロールシャッハ検査法 本体 6,500＋税

2315 こころへの途 本体 5,400＋税

662 ロールシャッハ・スコアリング 本体 3,500＋税

2578 新・完訳　精神診断学 本体 8,000＋税

2322 子どものロールシャッハ法 本体 4,400＋税

2327 基本からのロールシャッハ法 本体 3,800＋税

2372 コンセンサス　ロールシャッハ法 本体 3,300＋税

ＴＳ式幼児・児童性格診断検査
880 用紙 本体 240＋税

881 手引 本体 1,200＋税

改訂版 精研式パーソナリティ・インベントリィ（INV)
357 用紙（評価用紙付） 本体 160＋税

1362 手引 本体 2,000＋税

集団TAT検査
352 用紙 本体 320＋税

353 手引 本体 500＋税

絵画空想法（PRT)
219 図版 本体 28,000＋税

218 解説書 本体 5,000＋税

221 手引 本体 3,000＋税

222 標準版　用紙（10名分1組） 本体 7,000＋税

223 SF版　用紙（10名分1組） 本体 4,000＋税

TAT日本版試案　絵画統覚検査（早大版TAT）
333 図版 本体 28,000＋税

334 解説書 本体 2,913＋税

335 用紙（20名分1組） 本体 6,000＋税

（単位：円）
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■ QOL、心の健康に関する検査

WHO QOL26

860 用紙（50名分1組） 本体 9,000＋税

862 手引　改訂版 本体 1,600＋税

WHO SUBI

840 用紙（30名分1組） 本体 5,400＋税

842 手引　第2版 本体 1,200＋税

■ 適性検査

内田クレペリン検査

710 標準型用紙 本体 86＋税

711 児童型用紙 本体 58＋税

714 解説書「基礎テキスト」 本体 4,500＋税

717 曲線型図例集 本体 2,600＋税

718 数量的評価法 本体 850＋税

720 定型スケール 本体 1,100＋税

721 誤答調べ尺 本体 1,100＋税

755 号令CD 本体 1,900＋税

723 性格行動特性判定解説 本体 520＋税

726 X-1カード 本体 3,000＋税

744 判定実務図例集セット 本体 8,600＋税

FⅠ、FⅡ、FⅢ別売可 本体 3,200＋税

― コンピュータ採点料 ㈱日本・精神技術研究所へお問合せ
ください（TEL：03-3234-2961）

■ 大学生活に関する検査

CLAS

956 CLAS用紙〔複写式・自己採点用〕（10名分1組） 本体 2,500＋税

957 CLASマニュアル 本体 2,000＋税

958 CLASマーク式用紙〔コンピュータ採点用〕
（20名分1組） 本体 4,000＋税

― コンピュータ採点料　1名につき
（採点後のご請求） 本体 300＋税

■ 社交不安障害に関する検査

社交不安障害検査

1391 用紙（10名分1組） 本体 2,700＋税

1392 実施の手引 本体 1,800＋税

■ サイコパシーに関する検査

HARE　PCL-R　第2版　日本語版

● 1370 用紙（検査用紙＆インタビューガイド　
　　　各10名分入）＊ 本体 15,000＋税

● 1371 評定用解説書＊ 本体 9,000＋税

● 1372 テクニカルマニュアル＊ 本体 30,000＋税

（単位：円）

＊金子書房のみが販売している商品です。弊社以外の心理検査取扱店での販売はいたしておりませんので、ご了承ください。
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■ 知能検査

新田中B式知能検査

120 低B用紙 本体 260＋税

121 〃　手引 本体 500＋税

122 〃　採点盤 本体 500＋税

123 〃　掛図 本体 500＋税

124 中B用紙 本体 260＋税

125 〃　手引 本体 500＋税

126 〃　採点盤 本体 500＋税

127 〃　掛図 本体 500＋税

94 高B用紙 本体 260＋税

95 〃　手引 本体 500＋税

96 〃　採点盤 本体 500＋税

97 〃　掛図 本体 500＋税

128 1･2B用紙 本体 260＋税

129 〃　　手引 本体 500＋税

130 〃　　採点盤 本体 500＋税

48 3B用紙 本体 260＋税

49 〃 手引 本体 500＋税

50 〃 採点盤 本体 500＋税

― コンピュータ採点料 本体 200＋税

新版C式　幼児用知能検査

1171 用紙 本体 262＋税

1172 手引 本体 476＋税

1173 採点盤 本体 500＋税

（単位：円）
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個人情報保護に対する基本方針

株式会社金子書房　代表取締役社長　金子紀子

１．基本方針
　株式会社金子書房（以下「当社」という）は、お客様の個人情報の重要性を強く認識し、当社ウェブサイト並
びに当社へのご注文などを安心してご利用頂くために、個々のお客様から頂いた個人情報について、プライバシ
ーを尊重し、厳重に保護致します。
　当社は、お客様のプライバシーを適切に保護するため、お客様をはじめとする特定個人を識別しうる情報（以
下「個人情報」という）について、以下のポリシーに基づいて取扱うものとします。

２．個人情報の収集方法について
　当社は、主に以下のような場合にお客様から個人情報をお聞きすることがあります。
（１）当社が取扱う雑誌、書籍、その他商品のご注文
（２）各種アンケート調査へのご回答
（３）懸賞、プレゼントなどへのご応募
（４）展示会、セミナー、その他のイベントなどへのご参加
（５）その他

３．個人情報の収集
（１）�個人情報をお聞きする場合は、その全部または一部を問わず、質問にお答え頂くか否かの判断は、お客様

ご自身の意志を尊重させて頂きます。
（２）�特定の質問にお答え頂かないと、ご利用またはご購入できないサービスや商品などもございますので、そ

の旨あらかじめご承知置きください。

４．個人情報の利用について
（１）�ご提供頂いた個人情報は、その全部または一部を、以下のような目的で利用させて頂きます（特定の者と

の間で共同して利用する場合も含みます）。
　①ご登録またはお申込頂いたサービスなどを提供するため
　②ご注文またはご応募頂いた商品などをお届けするため
　③サービスの提供や商品のお届けなどを行う上で欠かせない確認やご案内のため
　④アンケートやイベントなどにご協力・ご参加頂いた方に結果などを報告するため
　⑤�お客様個人を識別することができない形で統計的に処理し、今後の事業の参考データ（以下統計データとい
います）とするほか、統計データを当社が取扱う雑誌、書籍等に掲載するため

　⑥�商品やサービスのご案内など、お客様の役に立つと当社が考えるお知らせを当社からメールや郵送にてお届
けするため

（２）�個人情報は、法令に定めのある場合を除いて、お客様の事前のご承諾がない限り、提供された目的以外の
用途に、あるいは提供された目的範囲を超えてこれを使用致しません。

５．第三者提供の制限
（１）個人情報は、以下の何れかにあてはまる場合を除き、如何なる第三者にも開示致しません。
　①お客様のご同意がある場合
　②統計データとして開示する場合
　③�有料サービスのご利用や商品のご注文などの決済手続に際して、お客様の銀行口座を金融機関などに確認す

る場合
　④利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合
　⑤その他法令などに基づき開示する場合
　⑥特段な事情により、行政官庁等に協力する場合
（２）�個人情報の取扱いを委託する委託先は、当社が信頼に足ると判断した者に限り、当該委託先においても、

お客様の個人情報が適切に保護されるよう、必要な措置をとるものとします。

６．安全管理措置
　個人情報は慎重に管理致します。個人情報は、紛失、破壊、改ざんなどを防止するため、管理責任者を選定の上、
必要なセキュリティ対策を実施するとともに、これを権限の無い者がアクセスできない環境の下に保管致します。�

７．個人情報の開示・訂正・削除
（１）�お客様が、ご自身の個人情報について、その内容や利用目的の確認を希望される場合には、法令に定めの

ある場合を除き、お客様ご自身であることが確認でき次第、合理的かつ必要な範囲内において速やかに対
応させて頂きます。

（２）�ご確認の結果個人情報に誤りまたは変更点などがあった場合には、お客様のご指摘に従って、速やかに個
人情報の内容を訂正、追加または変更致します。

（３）�お客様が、ご自身の個人情報について、その内容や利用目的の確認を希望される場合には、法令に定めの
ある場合を除き、お客様ご自身であることが確認でき次第、速やかに対応させて頂きます。

（４）�外部の企業などにお客様の個人情報を提供している場合には、当該企業に対しても速やかに上記と同様の
措置を取るよう要請致します。

（５）�個人情報の登録を削除すると、ご利用・ご購入できないサービスや商品などもございますので、その旨あ
らかじめご承知置きください。

８．クッキーの利用について
（１）�当社は、自己の運営するWebサイトにて、以下の様な目的でクッキー（Cookie）を利用することがあります。

クッキーとは、ウェブサーバがお客様のブラウザに送信する小規模の情報で、お客様のディスクにファイ
ルとして格納されるものです。
なお、クッキーにより、お客様個人が識別されることはございません。

　①お客様が使用されているコンピュータを識別し、お客様がどのページを訪れたか等を把握するため
　②�Webサイトやメールなどの内容をお客様がさらにご満足頂けるよう改良したり、お客様個々のご利用にあわ
せてカスタマイズしたりするため

　③クッキーの利用により得られた情報を統計的に処理し、資料として使用あるいは公表するため
（２）�お客様ご自身がブラウザの設定を変更することにより、クッキーの受取りを拒否したり、クッキーを受取

ったときに警告を表示させることができます。
ただし、クッキーなしでは内容に制限が生じるサービスや利用できないサービスもございますので、その
旨あらかじめご承知置きください。

９．その他お問い合わせなどについて
　お客様ご自身の個人情報について、ご意見、ご質問などがある場合には、下記連絡先までお問い合わせください。�

お問合せ

〒112－0012�東京都文京区大塚3-3-7　株式会社金子書房　総務部　個人情報保護担当
�TEL�03－3941－0223��FAX�03－3941－0163
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取扱い店

〒112-0012　東京都文京区大塚3-3-7
TEL 03-3941-0111   FAX 03-3941-0163
URL　http://www.kanekoshobo.co.jp

最新情報、ワークショップのご案内などは
弊社ホームページをご覧ください。

http://www.kanekoshobo.co.jp


