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はじめに  

CBT 申込みシステムを利用するにあたって必要なもの 

 

 インターネットに接続しているパソコン  

※動作推奨環境  

■ インターネットブラウザ ：Internet Explorer 11 , Microsoft Edge, Google Chrome 

■ 画面解像度 ： 1024×768 ピクセル以上  

 

※インターネットの閲覧サイトに制限がある場合は、システムをご利用いただけない可能性がありますので、

予め以下の URL にアクセス可能な状態へご設定ください。 

 

CBT 申込みシステム ：https://www20.prometric-jp.com/  

スコアレポート ：https://jp-scorereports.prometric.com/  

支払関連（共通） ：https://www5.econ.ne.jp/  

コンビニ決済 ：https://ncpfa.famima.com/ 

   ：https://payment.sej.co.jp/  

   ：https://link.kessai.info/  

ペイジー  ：お支払い金融機関の URL 

 

 

 メールアドレス  

※携帯電話のキャリアメールアドレスで RFC 仕様に準拠していないアドレスを使用した場合にはエラーとな

ります。その際は別のメールアドレスをご利用ください。 

 

RFC 仕様に準拠していないメールアドレスの例 

① アットマーク(@)の直前にピリオド(.)がある場合    abc.@example.jp 

② メールアドレスの先頭にピリオド(.)がある場合     .abc@example.jp 
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CBT 申込みシステム稼働時間 

 

 稼動日 ：土日祝日・年末年始の休日を除く 

 稼動時間 ：9:00～18:30 

 各機能の利用可能時間は下表の通りです。 

 

機能 利用時間 

ログイン 9:00～18:29 

試験申込関連（試験申込み、試験日時変更） 
一般課程試験：9:00～18:30 

その他の試験：9:00～18:00 

その他機能（受験票ダウンロード、予約情報変更、帳票出力） 9:00～18:30 

 

18:30 を経過すると強制的にログアウトとなり、それまでの操作は無効となりますのでご注意ください。 

 

利用上の注意 

 

 CBT 申込みシステム内で入力可能な漢字は JIS 第１水準・第２水準となります（その他の漢字を使用した場

合はエラーとなります）。  

 画面上で 15 分間操作を行わないと自動的に接続が切れて入力内容は無効となります。 
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1. ユーザー登録 

CBT 申込みシステムのユーザー登録 

ブラウザで CBT 申込みシステムのサイトにアクセスします。 

 

初回はユーザー登録が必要ですので［新規利用者登録］をクリックします。 

 

新規利用者登録画面が表示されますので、必要事項を記入して［登録］をクリックします。 

 

クリックします 

クリックします 

ユーザー情報を入力します 
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ユーザー姓  ：利用者の姓【必須】 

ユーザー名  ：利用者の名【必須】 

メールアドレス ：利用者のメールアドレス【必須】 

（システムからの各種通知メールや、災害時などのご連絡に使用します） 

連絡先  ：利用者の連絡先電話番号 

    （受験料をコンビニまたはペイジーで支払う場合には登録が必要です） 

パスワード  ：パスワード【必須】 

パスワード（確認用）：「パスワード」欄と同じ値を入力してください。 

 

 

登録したメールアドレス宛に受付番号が送信されますので、画面に入力して［認証］をクリックします。 

 

 

  送付された受付番号は 30 分以内に入力されないと無効となります。 

無効となった場合はログインからやり直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②クリックします 

①メールで通知される番号を入力します 
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ポリシー同意画面が表示されますので、同意いただける場合には［同意する］をクリックしてください。 

 

  ポリシー同意画面はログインのたびに毎回表示されます。 

 

 

お知らせのウィンドウが表示されますので、内容を確認し［次へ］をクリックしてください。 

［キャンセル］をクリックするとウィンドウが閉じてポリシー同意画面に戻ります。 

 

 

 

クリックします 

クリックします 

次へ 
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トップ画面が表示されましたらご利用が可能となります。 
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2. 画面構成と基本操作方法 

画面上部に表示される共通機能について説明します。 

 

① サイドメニューボタン 

画面左上にある［Menu］をクリックすると機能メニューが表示されます。 

 

各機能をクリックすることで対応する機能を呼び出すことが可能です。このメニューボタンは各画面の

左上に表示されていますので他の機能を利用中にも呼び出すことが可能です。ただし、申込みなどの操

作中に他の機能へ移動した場合、それまでの操作が無効となりますので注意してください。 

サイドメニューを閉じる時は右上の［×］をクリックしてください。 

 

※サイドメニューとトップメニューには同じ機能が表示されますので以降は説明を省略します。 

クリックします 

[×]をクリックするとメニューが閉じます 

①サイドメニューボタン ②ログイン情報 

または 
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② ログイン情報 

画面右上には最終のアクセス日時と、ログインしているユーザーの氏名が表示されます。 

 

③ ログアウト 

システムを終了する場合にはサイドメニューの［ログアウト］をクリックするか、画面右上のログア

ウトボタンをクリックします。 

 

終了する場合はログアウトボタンをクリックしてログアウトした後にブラウザを閉じてください。 

ログアウトせずにブラウザを閉じた場合、アカウントがロックされ、一定時間ログインできない状態と 

なりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

   

④ ツールチップ 

入力欄にカーソルを合わせた時に表示される説明文です。「ユーザー情報」の機能より表示・非表示を

設定することができます。 

 

ツールチップ 

クリックします 

クリックします 
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3. ユーザーアカウント情報の変更 

ログインしているユーザー情報の変更や設定の変更を行うことができます。 

 

メニューより［ユーザー情報］を選択します。 

 

 

ユーザー姓  ：利用者の姓【必須】 

ユーザー名  ：利用者の名【必須】 

メールアドレス ：利用者のメールアドレス。変更はできません。 

連絡先  ：利用者の連絡先電話番号 

ｱｶｳﾝﾄ利用終了日 ：パスワードの有効期限が表示されます。90 日ごとにパスワードの変更が 

必要です。変更はできません。 

パスワード  ：パスワードの変更を行う場合に入力します。 

パスワード（確認用）：パスワードを変更する際は「パスワード」欄と同じ値を入力してください。 

ファイル取込単位 ：申込みファイルの登録方法をファイル毎／行毎を選択できます。 

    （初期状態は「ファイル毎」で設定されます） 

ツールチップ ：入力項目の説明文の表示／非表示を設定できます。 

    （初期状態は「表示」で設定されます） 
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ファイル取込単位について 

 

ファイル毎／行毎の選択によって以下の処理を行います。 

 

■ファイル毎 

CBT 申込みシステムに申込みファイルをアップロードした際、ファイルにエラーがあった場合、1 件も登録 

せずに処理を終了します。申込みテンプレートでエラー箇所を修正後、全件分を申込みファイルにしてアッ 

プロードしなおします。 

 

例)100 件分の申込みファイルでエラーが 1 件あった場合には登録は 0 件となります。 

エラーを修正後 100 件分のファイルを再アップロードします。 

 

■行毎 

 CBT 申込みシステムに申込みファイルをアップロードした際、ファイルにエラーがあった場合、正しい行の 

申込み情報は登録が行われます。申込みテンプレートでエラー箇所を修正後、修正した行のみ申込みファイ 

ルにしてアップロードしなおします。 

 

例) 100 件分の申込みファイルでエラーが 1 件あった場合には登録は 99 件となります。 

エラーを修正後 1 件分のファイルを再アップロードします。 
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ユーザー情報を変更する場合 

 

変更したい項目の内容を書き換え［更新］をクリックします。 

 

 

 

画面上部に「更新しました。」のメッセージが表示されると更新が完了となります。 

 

 

  

①変更したい箇所を修正します 

②クリックします 
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4. ログインパスワードの再発行 

パスワードを紛失したり、有効期限を過ぎてしまった場合は、パスワードを再発行することができます。 

 

ログイン画面の [パスワードを忘れた方はこちら] をクリックします。 

 

 

ユーザーアカウント情報に登録しているメールアドレスを入力し [メールを送信する] をクリックします。 

クリックします 

① 登録済みのメールアドレスを入力します 

②クリックします 
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入力されたメールアドレスに新しいパスワードがメール送信されます。 

 

メールに記載された [変更後パスワード] でログインしてください。 

 

ログイン後はメインメニューの［ユーザー情報］より希望のパスワードを変更してください。 
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5. 試験申込み 

申込みの方法は「一括申込み」「個別申込み」「個人申込み」の３種類の方法があります。どの方法でも申込みは

可能ですので、目的に応じて使い分けをしてご利用ください。 

 

申込後のキャンセルはできませんので、申込み情報に間違いがないようご注意ください。 

 

一括申込み  

 

予約申込みテンプレートに受験者情報と試験科目、希望する都市や試験日等を入力して申込みファイルを作成

し、CBT 申込みシステムにアップロードして席の割付を行います。 

申込みファイルをアップロードした翌営業日に席の割付結果を確認し、受験料の支払方法選択を行います。 

（未割付の申込みについては、申込みファイルのアップロードから再度申込みを行います。） 

 

受験料はアップロードした申込みファイルごとに請求が発生し、他の申込みとの合算や受験者ごとに分割する

ことはできません。また、支払期限までに入金が確認できない場合は自動的に申込みがキャンセルされます。 

 

受験料の入金確認後、CBT 申込みシステムより受験票をダウンロードすることができます。 

 

個別申込み  

 
予約申込みテンプレートに受験者情報と試験科目を入力して申込みファイルを作成後、CBT 申込みシステム

にアップロードして登録を行い、画面上で一件ずつ試験会場、試験日時等を選択して申込みを行います。 

 

受験料は 1 件ごとに請求が発生し、申込みファイルごとに合算することはできません。また、支払期限まで

に入金が確認できない場合は自動的に申込みがキャンセルされます。 

 

受験料の入金確認後、CBT 申込みシステムより受験票をダウンロードすることができます。 

 

個人申込み  

 

受験者ごとに CBT 申込みシステムの画面上ですべての情報を入力または選択して申込みを行います。 

 

受験料は 1 件ごとに請求が発生し、他の申込みとの合算はできません。また、支払期限までに入金が確認で

きない場合は自動的に申込みがキャンセルされます。 

  

受験票は受験料の入金確認後、CBT 申込みシステムよりダウンロードすることができます。 
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各種締切日  

 
各申込み方法（一括・個別・個人）および支払い方法（クレジットカード、コンビニ決済・ペイジー）で締切

日が異なります。それぞれの締切日は下表の通りです。 

 

■申込み開始日：試験日の 90 日前 

 

 一括申込み 個別申込み 個人申込み 

クレジットカード 
申込み締切日*1 試験日の 4 営業日前 試験日の 3 営業日前 

支払期限 試験日の 3 営業日前*2   

コンビニ決済 

ペイジー 

申込み締切日*1 試験日の 12 営業日前 試験日の 10 営業日前 

支払期限 申込日の 7 営業日後 申込日の 5 営業日後 

 

*1 一括申込みはファイルアップロード日が申込日です。個別および個人申込みは受付完了日が申込日です。 

*2 申込日の 7 営業日後までに支払方法を選択されない場合は、自動キャンセルとなります。 

 

 

■一括申込み 締切日について 
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一括申込み 

一括申込みの流れ 

 

 

 

 

申込みテンプレートは生命保険会社より入手できます。  

②申込みファイルのアップロード P20 

⑤受験票ダウンロード P31 

③割付結果の確認 P25 

⑥未割付分の申込み情報ダウンロード P32 

④支払方法設定／入金手続き P26 

①申込みファイルの作成 P20 

受付完了メール 

割付済 

未割付あり 

翌営業日 

受付完了メール 
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①申込みファイルの作成 

申込みテンプレートに必要事項を入力後、［CSV ファイル出力］をクリックし、申込みファイルを作成します。 

 

 一度に登録できる件数は 1,000 件までです。1,000 件を超える場合にはファイルを分割してください。 

 ファイル名は任意の名前でかまいません。ただし同じ名前のファイルをアップロードすることはできません。 

 入力に必要な項目については「申込みテンプレートフォーマット」を参照してください。 

 

②申込みファイルのアップロード 

メニューの［試験申込み(一括)］の中の［申込み］を選択します。 

 

画面上の［ファイル選択］をクリックし「①申込みファイルの作成」で作成した申込みファイルを選択します。 

作成した申込みファイルを枠線の中にドラッグ＆ドロップすることも可能です。 

 

ファイルをドラッグ＆ドロップ 

または 

「ファイル選択」をクリックします 
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選択したファイル名が表示されますので、確認して［アップロード］をクリックします。 

 

 

画面に「ファイルアップロードに成功しました。」と表示されましたら登録が完了となり、ユーザーアカウント

情報に登録されているメールアドレスに受付完了のメールが送信されます。翌営業日に席の割付結果を確認して

ください。  

②クリックします 

①選択したファイル名が表示されます 
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 申込みファイルの登録内容に誤りがある場合 

 

申込みファイルに誤りがある場合にはエラーとなった行番号と項目名、エラーの理由が表示されます。 

 

■ファイル取込単位を“ファイル毎”に設定している場合 

エラー内容が表示されますので、申込みテンプレートを修正し申込みファイル作成からやり直してください。 

 

 

 

 

■ファイル取込単位を“行毎”に設定している場合 

エラー行以外の申込み内容は登録され、「以下のエラー行以外の申込みデータの登録は完了しています。」と 

表示されます。エラー内容については、申込みテンプレートを修正し、該当行のみ申込みファイル作成から 

やり直してください。 
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アップロードした内容を確認するにはメニューの［試験申込み(一括)］の中の［アップロード履歴検索］を選択

します。 

 

［検索］をクリックすると申込みしたファイルのリストが表示されます。対象のファイルが多い場合には検索条

件を設定して検索してください。 

 

ファイル名  ：アップロードしたファイル名で検索を行います。ファイル名の一部で 

検索することが可能です。 

アップロード日 ：アップロード日で検索を行います。From / To を指定するとその期間に  

アップロードしたファイルを検索します。From か To どちらかの設定も 

可能です。 

申込み状況  ：ファイルの状態で検索を行います。 

          「割付未実施」システムが席を割付する前の状態 

          「割付済（未割付有）」システムが割付けをして一部席がとれなかった状態 

          「割付済」システムが割付けをして全て席がとれた状態 

          「未入金キャンセル」入金期限まで入金がなく予約がキャンセルされた状態 

受験票ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可 ：受験票がダウンロード可能な状態のファイルのみ検索を行います。 

  

クリックします 
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アップロードしたファイルが表示されていれば一括での申込みは完了しています。 

ファイルの内容を確認したい場合には、該当するファイルの右端にある［詳細］をクリックします。 

 

ファイル名  ：アップロードしたファイル名 

アップロード日 ：アップロードした日付 

申込状況  ：「割付未実施」，「割付済（未割付有）」，「割付済」，「未入金キャンセル」 

受験票ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ：受験票がダウンロード可能な時に“可“が表示されます。 

受験票ボタン ：受験票のダウンロードを行います。 

受験票再作成ボタン ：受験票の再作成の指示を行います。 

詳細ボタン  ：アップロードしたファイルの申込み情報の確認画面に遷移します。 

 

 

アップロードしたファイルの内容が表示されます。（上記は１ファイルに２件登録した時の例です） 

 

割付未実施  ：システムが席を割付する前の状態 

未割付  ：システムが割付をしたが席が確保できなかった状態 

割付済  ：システムが割付をして席が確保された状態 

  

クリックします 
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③割付結果の確認 

申込みファイルをアップロードした翌営業日に席の割付結果を確認します。 

 

メニューの［試験申込み(一括)］の中の［アップロード履歴検索］を選択し検索を行います。 

 

全ての席の割付が完了している場合は「申込み状況」が“割付済“と表示されます。 

 

割付できなかった席が 1 席以上ある場合は「申込状況」が“割付済（未割付有）”と表示されます。 

席の割付状況を確認するには［詳細］をクリックします。 

 

詳細画面では割付状況の列を見て未割付となった申込みを確認することができます。  

クリックします 
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④支払方法設定／入金手続き 

割付済となったものは［アップロード履歴検索］より支払方法の選択を行います。 

 

申込状況が「割付済」あるいは「割付済（未割付有り）」の申込みの［支払方法設定］をクリックします。 

 

支払方法の選択画面が表示されますのでご希望の支払い方法のボタンをクリックしてください。 

⚫ クレジットカードで支払う場合    →P27 へ 

⚫ コンビニ決済・ペイジーで支払う場合 →P29 へ 

 

受験手数料が支払上限金額を超える場合は、入金できず自動キャンセルとなりますのでご注意ください。 

クレジットカード払い ：ご利用されるクレジットカードの設定金額まで 

コンビニ決済  ：30 万円まで 

ペイジー払い  ：ご利用される金融機関の設定金額まで 

  

クリックします 
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クレジットカードで支払う場合 

支払方法でクレジットカードを選択した場合には決済サービス会社の画面に遷移します。 

 

クレジットカード情報を入力して［次へ］をクリックします。 

 

入力内容を確認し［注文確定］をクリックします。 

入力したクレジット情報 

が表示されます 
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申込み受付完了画面が表示されましたら申込みが完了となり、ユーザーアカウントに登録されているメールアド

レスに受付完了のメールが送信されます。続けて、［戻る］をクリックすると、「アップロード履歴検索」の画面

に戻ります。 

 

クレジットカードで入金手続きを行った場合、入金状況は“完了”となり受験票ダウンロードが可能となります。 

 

クリックします 
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コンビニ決済・ペイジーで支払う場合 

 

申込み受付完了画面が表示されましたら申込み受付が完了となり、ユーザーアカウントに登録されているメール

アドレスに受付完了のメールが送信されます。支払情報を確認するため［戻る］をクリックします。 

 

 

アップロード履歴検索画面に戻りますので、［詳細］をクリックします。 

 

画面右上にある［支払情報表示］をクリックします。 

クリックします 

クリックします 



【CBT 申込みシステム利用者マニュアル 代理店ユーザー編】 

 

30 / 87   5. 試験申込み 

 

 

決済サービス会社の画面に遷移しますので、希望の支払い拠点を選択し、支払情報を確認してください。 

支払情報確認後は支払期限までに受験料の入金を行ってください。 

 

支払期限までに入金が確認できない場合は自動的に申込みがキャンセルされます。 
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⑤受験票のダウンロード 

受験料の入金が確認されて、入金状況が“完了”になると受験票のダウンロードが可能となります。 

 

メニューの［試験申込み(一括)］の中の［アップロード履歴検索］を選択し検索を行います。 

 

［受験票］をクリックすると申込みの完了している受験者の受験票がまとめてダウンロードされます。 

 

試験日等の申込み内容を変更した場合は［受験票再作成］をクリックすると、翌営業日に変更が反映した 

受験票がダウンロード可能となります。 

即時ダウンロードを行いたい場合は「申込み状況検索」で受験者ごとにダウンロードを行ってください。 

 

  

クリックします 
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⑥未割付分の申込み情報ダウンロード 

「③割付結果の確認」で未割付だった場合には、希望日や試験時間帯、希望都市などを変更し改めて「②申込み

ファイルのアップロード」から申込みを行います。 

この時、未割付となった申込み情報を CSV ファイル形式でダウンロードして利用することが可能です。 

 

メニューの［試験申込み(一括)］の中の［アップロード履歴検索］を選択し検索を行います。 

 

未割付となっているファイルの行の右端の［詳細］をクリックし詳細画面に遷移します。 

 

画面右上の［未割付］をクリックすると CSV ファイルがダウンロードされます。ファイルの中に“未割付”と“割

付済”のものが存在する場合には“未割付”の行のみダウンロードされます。 

クリックします 

クリックします 
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申込みテンプレートの［CSV 取込み］をクリックしダウンロードした未割付分の CSV ファイルを選択します。 

申込み情報が取り込まれたら、希望の試験日や試験時間帯、試験会場を修正し「①申込みファイルの作成」の手

順で申込みファイルを再作成してください。 

 

［CSV 取込み］機能は、CBT 申込みシステムからダウンロードした未割付の申込み情報以外の取込みに 

は対応していません。 
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個別申込み 

個別申込みの流れ 

 

 

 

 

申込みテンプレートは生命保険会社より入手できます。 

  

受付完了メール 

③会場、試験日時、支払方法の選択／入金手続き P37 
   

1. 試験科目 

2. 受験者情報 

3. 試験日 

4. 試験集合時刻・会場 

5. 支払方法 

6. 申込み完了 

 

①申込みファイルの作成 P35 

②申込みファイルのアップロード P35 

④受験票ダウンロード P47 
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①申込みファイルの作成 

申込みテンプレートに必要事項を入力後［CSV ファイル出力］をクリックし、申込みファイルを作成します。 

 

 一度に登録できる件数は 1,000 件までです。1,000 件を超える場合にはファイルを分割してください。 

 ファイル名は任意の名前でかまいません。 

 入力に必要な項目については「申込みテンプレートフォーマット」を参照してください。 

 

②申込みファイルのアップロード 

メニューの［試験申込み(個別)］の中の［申込み］を選択します。 

 

 

画面上の［ファイル選択］をクリックし「①申込みファイルの作成」で作成した申込みファイルを選択します。 

作成した申込みファイルを枠線の中にドラッグ＆ドロップすることも可能です。 

  

ファイルをドラッグ＆ドロップ 

または 

「ファイル選択」をクリックします 
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選択したファイル名が表示されますので、確認して［アップロード］をクリックします。 

 

申込みファイルの登録内容に誤りがある場合 

 

申込みファイルに誤りがある場合にはエラーとなった行番号と項目名、エラーの理由が表示されます。 

 

■ファイル取込単位を“ファイル毎”に設定している場合 

エラー内容が表示されますので、申込みテンプレートを修正し申込みファイル作成からやり直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

■ファイル取込単位を“行毎”に設定している場合 

エラー内容と［申込み続行］のボタンが表示されます。［申込み続行］をクリックすると、エラー行以外の 

申込みに進めることができます。エラー行については、申込みテンプレートを修正し、申込みファイル作成 

からやり直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②クリックします 

①選択したファイル名が表示されます 
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③会場、試験日時、支払方法の選択／入金手続き 

アップロードした申込み情報に従い１件ずつ会場と試験日時を選択して申込みを行います。 

 

画面上部には以下の表示がされます。申込み作業中常に表示されていますので、進行状況の確認と作業の中止／

保留の操作が可能です。 

 

申込み数  ：申込みファイルでアップロードした申込みの件数 

申込み完了数 ：現在申込みが完了している件数 

申込み保留ボタン ：現在の申込みをスキップして次の申込みを行うことができます。保留とした 

    申込みは最後に回されます。 

申込み中止ボタン ：現在の申込みを中止します。再開はできませんので、該当受験者の申込みに 

           ついては申込みファイルのアップロードから行ってください。 

 

１件の申込みは 6 ページに分かれています。①試験科目と②受験者情報は申込みファイルの内容が表示されま

すので入力の必要はありません。表示されている内容に誤りがある場合、画面上で修正はできませんので、ファ

イルを修正して再度アップロードを行ってください。その際、申込みファイルは修正分のみとしてください。既

に申込みした分が残っていますと重複して申込みされることになります。 

 

 

 

作業を始めますと中断はできませんので複数件まとめて行う場合には時間にご注意ください。 

タイムアウトになった場合、完了した申込みは有効ですが手続きが途中のものは申込みファイルのアップ 

ロードから改めて申込みを行ってください。 

  

①試験科目 ②受験者情報 ③試験日 ④試験集合時刻・会場 ⑥申込み完了 

入力不要 

次の申込みへ 

⑤支払方法 
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1. 試験科目 

 

申込みファイルでアップロードした試験科目が選択されていますので確認して［次へ］をクリックしてくださ

い。画面からの変更はできません。修正する場合には「①申込みファイルの作成」から行ってください。 

  

クリックします 
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2. 受験者情報 

 

申込みファイルでアップロードした受験者の情報が表示されますので確認して［次へ］をクリックしてくださ

い。画面からの変更はできません。修正する場合には「①申込みファイルの作成」から行ってください。 

 

  

クリックします 
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3. 試験日 

 

申込み可能な試験日が下線付きで表示されていますので、希望の試験日をクリックします。 

 

カレンダーの下に都市の選択が現れますので、希望する都市を選択し［次へ］をクリックします。 

 

選択した試験日が 10 営業日未満の場合には支払方法でコンビニ決済・ペイジー払いは選択できません。 

クレジットカード支払いのみとなります。 

 

 

 

 

 

①受験する都市を選択します 

②クリックします 

希望試験日をクリックします 
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4. 試験集合時刻・会場  

 

選択した都市の会場一覧と空席状況が表示されます。希望する試験会場と集合時刻の［選択］をクリックし、選

択されたら［登録］をクリックします。 

 

試験会場をクリックすると、会場の詳細画面が別ウィンドウで表示されます。 

 

空席状況の表示は以下となります。 

○ 空席あり(5 席以上) 

△ 空席あり(5 席未満) 

× 空席なし 

― 非開催 

  

①ご希望の集合時刻の[選択]をクリックします 

②クリックします 
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確認メッセージが表示されますのでよろしければ［登録する］をクリックします。［キャンセル］をクリックす

ると試験集合時刻・会場の選択に戻ります。 
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5. 支払方法 

 

支払方法の選択画面が表示されますのでご希望の支払い方法のボタンをクリックしてください。 

⚫ クレジットカードで支払う場合    →P44 へ 

⚫ コンビニ決済・ペイジーで支払う場合 →P46 へ 

 

 

受験手数料が支払上限金額を超える場合は、入金できず自動キャンセルとなりますのでご注意ください。 

クレジットカード払い ：ご利用されるクレジットカードの設定金額まで 

コンビニ決済  ：30 万円まで 

ペイジー払い  ：ご利用される金融機関の設定金額まで 
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■クレジットカードで支払う場合 

支払方法でクレジットカードを選択した場合には決済サービス会社の画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレジットカード情報を入力して［次へ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容を確認し［注文確定］をクリックします。 

入力したクレジット情報 

が表示されます 
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6. 申込み完了 

 

申込みが完了し登録した内容が画面に表示されますので、［次の申込みへ］をクリックして、次の受験者の「①

試験科目」から申込みを行います。ユーザーアカウント情報に登録されているメールアドレスに受付完了のメー

ルが送信されます。 

クリックします 
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全ての申込みが完了した場合は［トップへ］をクリックして、トップ画面に戻ります。 

 

■コンビニ決済・ペイジーで支払う場合 

申込み受付完了後に送付される受付完了のメール本文にある「支払情報 URL」をクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決済サービス会社の画面に遷移しますので、希望の支払い拠点を選択し、支払情報を確認してください。 

支払情報確認後は支払期限までに受験料の入金を行ってください。 

 

   支払期限までに入金が確認できない場合は自動的に申込みがキャンセルされます。 
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④受験票のダウンロード 

■クレジットカード払いを選択した場合 

 

申込み受付完了の画面から受験票のダウンロードが可能です。 

 

［受験票ダウンロード］をクリックすると受験者の受験票がダウンロードされます。 

 

メニューの「申込み情報検索」からもダウンロードを行うことが可能です。 

 

 

■コンビニ決済・ペイジー払いを選択した場合 

 

受験料の入金が確認でき次第、CBT 申込みシステムより受験票をダウンロードすることが可能になります。 

入金完了の確認および受験票のダウンロードの操作方法については「申込み状況検索」を参照してください。 

 

  

クリックします 
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個人申込み 

個人申込みの流れ 

 

 

 

 

 

個人申込みでは１件分の申込みで完了します。申込み画面は 6 ページに分かれています。 

 

作業を始めますと中断はできませんので申込みを行う場合には時間にご注意ください。 

タイムアウトになった場合、入力した情報は破棄されますので初めから申込みを行ってください。 

 

 

 

  

受付完了メール 

①申込み情報の入力／入金手続き P49 
   

1. 試験科目 

2. 受験者情報 

3. 試験日 

4. 試験集合時刻・会場 

5. 支払方法 

6. 申込み完了 

②受験票ダウンロード P58 
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①申込み情報の入力／入金手続き 

メニューの［試験申込み(個人)］の中の［申込み］を選択します。 

 

1. 試験科目 

 

試験科目を選択し、［次へ］をクリックします。 

 

 

  

②クリックします 

①試験を選択します 
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2. 受験者情報 

 

受験者の情報を入力し、［次へ］をクリックします。 

代理店代表者は委託契約日、代理店使用人は研修初日を入力してください。 

クリックします 

代理店代表者は委託契約日、代理店使用人は研修初

日です。当項目については申込後は修正不可である
ため、保険会社の指示に従い入力してください 
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3. 試験日 

 

申込み可能な試験日が下線付きで表示されていますので、希望の試験日をクリックします。 

 

カレンダーの下に都市の選択が現れますので、希望する都市を選択し［次へ］をクリックします。 

 

選択した試験日が 10 営業日未満の場合には支払方法でコンビニ決済・ペイジー払いは選択できません。 

クレジットカード支払いのみとなります。 

 

 

 

 

 

①受験する都市を選択します 

②クリックします 

希望日をクリックします 
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4. 試験集合時刻・会場  

 

選択した都市の会場一覧と空席状況が表示されます。希望する試験会場と集合時刻の［選択］をクリックし、選

択されたら［登録］をクリックします。 

 

試験会場をクリックすると、会場の詳細画面が別ウィンドウで表示されます。 

 

空席状況の表示は以下となります。 

○ 空席あり(5 席以上) 

△ 空席あり(5 席未満) 

× 空席なし 

― 非開催 

  

①ご希望の時刻の［選択］をクリックします 

②クリックします 
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確認メッセージが表示されますのでよろしければ、［登録する］をクリックします。［キャンセル］をクリックす

ると試験集合時刻・会場の選択に戻ります。 
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5. 支払方法 

 

支払方法の選択画面が表示されますのでご希望の支払い方法のボタンをクリックしてください。 

⚫ クレジットカードで支払う場合    →P55 へ 

⚫ コンビニ決済・ペイジーで支払う場合 →P57 へ 

 

受験手数料が支払上限金額を超える場合は、入金できず自動キャンセルとなりますのでご注意ください。 

クレジットカード払い ：ご利用されるクレジットカードの設定金額まで 

コンビニ決済  ：30 万円まで 

ペイジー払い  ：ご利用される金融機関の設定金額まで 
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■クレジットカードで支払う場合 

支払方法でクレジットカードを選択した場合には決済サービス会社の画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレジットカード情報を入力して［次へ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容を確認し、［注文確定］をクリックします。 

  

入力したクレジット情報 

が表示されます 
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6. 申込み完了 

 

申込みが完了し登録した内容が画面に表示されますので、［トップへ］をクリックします。 

ユーザーアカウントに登録されているメールアドレスに受付完了のメールが送信されます。 

クリックします 
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■コンビニ決済・ペイジーで支払う場合 

申込み受付完了後に送付される受付完了のメール本文にある「支払情報 URL」をクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決済サービス会社の画面に遷移しますので、希望の支払い拠点を選択し、支払情報を確認してください。 

支払情報確認後は支払期限までに受験料の入金を行ってください。 

 

支払期限までに入金が確認できない場合は自動的に申込みがキャンセルされます。 
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②受験票のダウンロード 

■クレジットカード払いを選択した場合 

 

申込み受付完了の画面から受験票の印刷が可能です。 

 

[受験票ダウンロード］をクリックすると当該受験者の受験票がダウンロードされます。 

 

メニューの「申込み情報検索」からもダウンロードを行うことが可能です。 

 

 

■コンビニ決済・ペイジー払いを選択した場合 

 

受験料の入金が確認でき次第、CBT 申込みシステムより受験票をダウンロードすることが可能になります。 

入金完了の確認および受験票のダウンロードの操作方法については「申込み状況検索」参照してください。 

  

クリックします 
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重複申込みについて 

CBT 申込みシステムでは同一人物が同じ日の同じ試験時間に申込みが重複しないよう募集人登録番号で同一人

物の判定を行っています。 

 

希望試験日時に既に別の申込みを行っている場合には重複申込みのエラーメッセージが表示されます。 

 

募集人登録番号の入力がない場合は重複申込みが可能となりますので、ご注意ください。 
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6. 同日の連続受験の申込み 

次の組み合わせ可能な試験科目については、同日に 2 科目連続して受験することが可能です。 

 

組み合わせ可能な試験科目 連続受験用の試験コード 

「L0003 専門課程試験」 

「L0004 変額保険販売資格試験」 

L0020 

「L0006 大学課程試験-生命保険のしくみと個人保険商品」 

「L0007 大学課程試験-ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス」 

L0021 

「L0008 大学課程試験-生命保険と税・相続」 

「L0009 大学課程試験-資産運用知識」 

L0022 

「L0010 大学課程試験-企業向け保険商品とコンサルティング」 

「L0011 大学課程試験-社会保障制度」 

L0023 

 

連続受験で試験を申し込む場合、申込み方法によって操作が異なりますので、ご注意ください。 

 

一括申込みの場合 

一括申込みでは、アップロードされた申込みファイルの中に、以下の条件に該当する申込み情報があった場合、

連続受験の試験として席の割当が行われます。 

 

✓ 組み合わせ可能な試験科目がそれぞれ入力されていること 

✓ 同じ募集人登録番号が入力されていること 

✓ 同じ希望都市コードが入力されていること 

✓ 日付指定で、同じ希望試験日と希望試験時間帯が指定されていること。 

 

連続受験として割当された試験は、後から科目を分けることができません。 

連続受験を希望しない場合には個人申込みでそれぞれの科目の申込みを行ってください。 

 

  専門課程試験と変額保険販売資格試験について 

 

変額保険販売資格試験は専門課程と同日で連続受験をしない場合、専門課程試験に合格するまでは単一科目での

受験ができません。そのため、アップロードされた申込みファイルが連続受験の試験として割当できる条件を満

たさなかった場合、専門課程試験は単一科目で割付されますが、変額保険販売資格試験は未割付となりますので

ご注意ください。 
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個別申込みの場合 

個別申込みでは、アップロードされた申込みファイルの中に、以下の条件に該当する申込み情報があった場合、

連続受験の試験として申込みが進められます。 

 

✓ 組み合わせ可能な試験科目がそれぞれ入力されていること 

✓ 同じ募集人登録番号が入力されていること 

 

（例）同じ申込みファイルの中に、同一受験者（募集人登録番号が同じ）の「専門課程試験」と「変額保険販売資格試験」の 

申込み情報を入力してアップロードした場合、試験科目の画面では「専門課程+変額保険販売資格試験」が選択された 

状態となります。 

 

連続受験として申込みされた試験は、後から科目を分けることができません。 

連続受験を希望しない場合には個人申込みで科目ごとに申込みを行ってください。 

 

個人申込みの場合 

個人申込みでは、試験科目の画面で連続受験の試験科目を選択して申込みを行います。 

 

連続受験として申込みされた試験は、後から科目を分けることができません。 

連続受験を希望しない場合には科目ごとに申込みを行ってください。 
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7. 申込み状況検索 

「申込み状況検索」では席の割付が確定した申込みの情報を照会し、申込みの変更や受験票のダウンロードを行

うことができます。詳細画面では支払情報や Web 領収書、支払明細の確認や印刷を行うことができます。 

一括申込の場合は申込みファイルをアップロード後、席が割付されるまで申込み状況は表示されません。 

 

操作方法 

メニューの［データ照会］の中の［申込み状況検索］を選択します。 

 

検索条件を指定し［検索］をクリックすると検索結果が表示されます。 

検索は部分一致となりますので一部のみの入力でも検索可能です。 

検索条件を指定しない場合は全申込み情報が表示されます。 

 

申込み番号  ：予約をした時に申込み１件ごとに割り振られる番号 

募集人登録番号 ：募集人登録番号 

受験者姓名（カナ） ：受験者の姓名 

試験日  ：特定の試験日の申込みを絞り込む場合に指定します。From のみ指定した 

場合には指定日以降、To のみ指定した場合には指定日まで、両方指定した 

場合には範囲指定となります。 

試験科目   ：試験科目を一覧より指定します。複数選択はできません。 

地域  ：試験会場の都市を一覧より指定します。複数選択はできません。 

申込種別  ：申込みした時の機能を一覧より指定します。複数選択はできません。 

           「一括」一括申込み機能から申込みを行ったもの 

           「個別」個別申込み機能から申込みを行ったもの 

           「個人」個人申込み機能から申込みを行ったもの 

申込状況  ：申込みのステータスを一覧より指定します。複数選択はできません。 

           「確定」一括、個別、個人、で申込みが完了したもの 

           「未入金キャンセル」未入金により申込みが自動的にキャンセルされたもの 

入金状況  ：受験料の入金状況を一覧より指定します。複数選択はできません。 

           「完了」入金確認がとれたたもの 

           「未入金」入金確認がとれていないもの 

 

 

②クリックします 

①検索条件を指定します 
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検索条件に合致するものがあると検索結果が一覧で表示されます。 

 

①検索結果出力  ：検索結果を CSV 形式のファイルでダウンロードすることができます。 

②試験日変更  ：試験日、試験会場、集合時間の変更を行うことができます。 

③受験票ダウンロード：該当の申込みの受験票をダウンロードすることができます。 

④予約情報変更  ：受験者の姓の変更、会社コードの訂正の申請をすることができます。 

⑤詳細   ：申込み内容の詳細画面に遷移します。 

 

 

申込み内容の詳細 

詳細画面では申込み情報が全て表示されます。 

画面上部に表示されるボタンは支払方法と入金状況により変わります。 

 

支払情報表示 

支払方法でコンビニ決済・ペイジーを選択した場合で入金確認がされて完了していない場合、［支払情報表示］の

ボタンが表示されます。クリックすると決済サービス会社の画面に遷移しますので、希望の支払い拠点を選択

し、支払情報を確認してください。 

 

 

①検索結果出力 

②試験日変更 

③受験票ダウンロード 

④予約情報変更 ⑤詳細 
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支払明細 

申込み受付が完了すると、［支払明細］ボタンが表示されます。クリックすると、別ウィンドウで支払内容が表

示されます。 

 

宛名はログインユーザーの氏名が表示されていますが、画面上で自由に変更が可能です。 

 

 

受験票ダウンロード 

支払方法でクレジットカードを選択した場合や、コンビニ決済・ペイジーを選択し入金確認が完了した場合、 

［受験票ダウンロード］のボタンが表示されます。クリックすると受験票をダウンロードできます。 
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Web 領収証 

支払方法でクレジットカードを選択した場合や、コンビニ決済・ペイジーを選択し入金確認が完了した場合、 

［Web 領収証］のボタンが表示されます。クリックすると別ウィンドウで支払内容が表示されます。 

 

宛名はログインユーザーの氏名が表示されていますが、画面上で自由に変更が可能です。 
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8. 申込みの変更 

申込み完了後にできる申込み内容の変更について説明します。 

 

試験日時や会場の変更 

申込み受付完了後は変更受付期限まで試験日時や会場の変更を行うことができます。 

 

■変更受付期限 

 コンビニ・ペイジー クレジットカード 

一括／個別／個人申込み 試験日の 7 営業日前 試験日の 3 営業日前 

 

■変更後の試験日として選択できる期間 

 コンビニ・ペイジー クレジットカード 

一括申込み 変更日の 12 営業日以降 
変更日の 3 営業日以降 

個別／個人申込み 変更日の 10 営業日以降 

 

変更受付期限を過ぎた場合は対応できませんのでご注意ください。 

 

 

操作方法 

メニューの［データ照会］の中の［申込み状況検索］を選択します。 

 

変更を希望する申込みの［試験日変更］をクリックします。 

クリックします 
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選択可能な試験日が下線付きで表示されていますので、希望の試験日をクリックします。 

画面上部には現在の申込み内容が表示されます。 

 

 

 

カレンダーの下に都市の選択が現れますので、希望する都市を選択し［次へ］をクリックします。 

 

 

希望日をクリックします 

①受験する都市を選択します 

②クリックします 
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該当都市の会場一覧と試験時間ごとの現在の空席状況が表示されます。空席のあるものから希望する試験会場と

試験時間の箇所の［選択］をクリックしてください。選択されましたら［変更］をクリックします。 

 

 

 

確認メッセージが表示されますのでよろしければ［変更する］をクリックします。［キャンセル］をクリックす

ると試験集合時刻・会場の選択に戻ります。 

①ご希望の時刻の［選択］をクリックします 

②クリックします 
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「申込みの変更が完了し変更した内容が画面に表示され、ユーザーアカウント情報に登録されているメールアド

レスに変更の受付完了のメールが送信されます。 

 

入金状況が“完了”となっている場合には［受験票ダウンロード］をクリックし、最新の受験票をダウンロードし

てください。入金状況が“未入金”のには入金の確認が取れ次第［申込み状況の検索］より最新の受験票がダウン

ロード可能となります。  
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受験者の改姓や会社コードの訂正 

改姓による氏名変更や会社コードの訂正は CBT 申込みシステムより修正依頼を行います。 

 

■変更受付期限：試験日の 3 営業日前 

 

変更受付期限を過ぎた場合は対応できませんのでご注意ください。 

 

操作方法 

メニューの［データ照会］の中の［申込み状況検索］を選択します。 

 

修正を希望する申込みの［予約情報変更］をクリックします。 

 

予約情報変更の画面が表示されますので、変更希望項目に変更後の情報を入力して［送信］をクリックします。  

①変更内容を記載します 

②クリックします 

クリックします 
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「申込内容の変更を受け付けました。」と表示されると申請が完了となり、ユーザーアカウント情報に登録され

ているメールアドレスに変更依頼の受付メールが送信されます。 

 

後日、登録情報の変更が行われますので、申込み状況検索から確認し受験票をダウンロードしてください。 

 

登録情報の変更後に変更完了メールは送信されません。申請から２営業日ほどを目安に確認してくださ

い。 
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9. 会場空き情報の確認 

「会場空き情報」では各試験会場の開催日と集合時間ごとの空席状況を照会することが可能です。 

 

空席状況はリアルタイムには更新されません。最新の状況は個別申込み／個人申込みの申込み画面にて 

確認できます。 

 

 

メニューの［会場情報］の中の［会場空き情報］を選択します。 

 

都道府県の一覧が表示されますので、参照したい場所をクリックします。 

 

選択した都道府県の都市一覧が表示されますので、希望する都市をクリックしてください。 

参照期間は３営業日以降から最大 120 日先までの間で指定することが可能です。 

 

クリックします 

クリックします 
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選択した都市の空席状況が表示されますので、照会したい試験日をクリックします。 

 

空席状況の表示は以下となります。 

○ 空席あり(5 席以上) 

△ 空席あり(5 席未満) 

× 空席なし 

― 非開催 

 

 

  

クリックします 
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選択した試験日の会場ごとの空席状況が表示されます。会場の詳細を確認する場合には会場名をクリックしま

す。 

 

会場の詳細情報が別ウィンドウで表示されます。元の画面に戻る場合は［閉じる］をクリックしてください。 

 

 

  

クリックします 
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10. 会場情報の確認 

「会場情報検索」では試験を実施している会場の場所などの情報を照会することが可能です。 

 

メニューの［会場情報］の中の［会場情報検索］を選択します。 

 

都道府県の一覧が表示されますので、参照したい場所をクリックします。 

 

選択した都道府県の試験会場一覧が表示されます。会場の詳細を確認する場合には会場名をクリックします。 

クリックします 

クリックします 

都市名をクリックすると会場を絞り込むことができます 
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会場の詳細情報が別ウィンドウで表示されます。元の画面に戻る場合は［閉じる］をクリックしてください。 

 

  

クリックします 



【CBT 申込みシステム利用者マニュアル 代理店ユーザー編】 

 

77 / 87   11. サポート 

 

11. サポート 

問い合わせフォーム 

「問い合わせフォーム」では Web からお問い合わせを行うことが可能です。 

 

新規お問い合わせ 

メニューの［サポート］の中の［お問い合わせフォーム］を選択します 

 

同意画面が表示されますので、同意いただける場合には［同意して問い合わせる］をクリックしてください。 

 

お問い合わせ一覧の画面で［新規お問い合わせ］をクリックします。 
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お問い合わせ入力フォームに必要事項を入力し［送信する］をクリックします。 

 

回答の確認 

メールで通知がきたら、CBT 申込みシステムにログインします。 

 

メニューの［サポート］の中の［お問い合わせフォーム］から、お問い合わせ一覧画面に進み、該当のお問い合

わせの［開く］をクリックしてコンタクトセンターからの回答を確認します。 
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受験特別措置申請 

「受験特別措置申請」では、受験時に特別な環境を必要とする場合に、特別措置申請を行うことが可能です。 

 

申請は必ず受験申込みの前に行ってください。 

新規申請 

メニューの［サポート］の中の［受験特別措置申請フォーム］を選択します。 

 

同意画面が表示されますので、同意いただける場合には［同意して申請する］をクリックしてください。 
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特別措置一覧の画面で［新規申請］をクリックします。 

 

受験特別措置申請フォームに必要事項を入力し［申請する］をクリックします。 
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回答の確認 

メールで通知がきたら、CBT 申込みシステムにログインします。 

 

メニューの［サポート］の中の［受験特別措置申請フォーム］から、特別措置一覧画面に進み、該当の申請の

［開く］をクリックしてコンタクトセンターからの回答を確認します。 
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12. 帳票出力 

「帳票出力」では各種帳票をダウンロードすることが可能です。 

 

帳票の種類 

 

No 帳票名 内容 形式 作成タイミング 

1 開催状況レポート 都市別、日別の開催有無を一覧にしたものです。120 日先

までの開催状況を確認できます。 

EXCEL 日次 

 

 

操作方法 

メニューから［帳票出力」を選択します。 

 

帳票ダウンロードの画面が表示されますので、「開催状況レポート」を選択します。 

 

 

ダウンロード可能なファイルの一覧が表示されますので、ダウンロードしたいファイルの左側にある〇をクリッ

クして選択し、［ダウンロード］をクリックすると該当ファイルのダウンロードが始まります。 

 

①ダウンロードしたいものを 

クリックして選択します 

②クリックします 
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帳票イメージ 

開催状況レポート 

帳票イメージ 

 

受験地域 ：プロメトリック試験開催会場の都道府県のコードと名称 

受験都市 ：プロメトリック試験開催会場の都市コードと都市名称 

開催状況 ：“〇”がその都市で開催している日（空席の意味ではありません） 
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13. 申込みテンプレートフォーマット 

一括申込み 

<一般課程試験 必須項目> 

列 見出し名称 項目名称 登録する内容 

A FAMILY_NAME 受験者姓 受験者の姓（全角） 

B FIRST_NAME 受験者名 受験者の名（全角） 

C FAMILY_NAME_P 受験者姓（読み） 受験者の姓のカナ（半角カナ） 

D FIRST_NAME_P 受験者姓（読み） 受験者の名のカナ（半角カナ） 

E CORP_CODE 会社コード 生命保険会社をプルダウンから選択してください。 

F SYOKUSYU_CODE 職種区分  

I SEX 性別コード  

J BIRTH_DATE 生年月日 (記入例)1985 年４月１日→1985/04/01 

M DRTN_NAME 代理店名（漢字） 法人代理店の場合は法人名を、個人代理店の場合は

保険会社と委託契約を締結した方(代表者)の個人名

を入力ください。 

N DRTN_NO 代理店番号  

O DRTN_OFF_CODE 代理店事務所コー

ド 

個人代理店は入力不要です。 

P EXAM_NO 試験コード 試験科目を入力してください。 

Q SISYA_CODO 支社（代申支社）

コード 

 

R SISYA_CODO_JKN 受験支社コード  

S HIRED_DATE 入社年月日/委託

契約日 

使用人は研修初日、代表者は委託契約日の日付を入

力してください。 

(記入例)2020 年４月１日→2020/04/01 

U APPLY_DATE 申込日 アップロードする日を入力ください。 

(記入例)2020 年４月１日→2020/04/01 

V E_MAIL メールアドレス 受験者のメールアドレス 

W TEL 緊急連絡先 緊急連絡先電話番号 

X PREF_AREA 希望都市コード 試験会場の希望都市を入力してください。 

Y ASSIGN_DIV 希望指定区分 日付を指定する場合は”日付指定”、月の任意の日で

申込む場合は”月指定”を入力してください。 

Z PREF_MONTH 希望月 希望指定区分を”月指定”とした場合に入力が必要で

す。予約したい希望月を 1 月～12 月で指定してく
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ださい。(記入例)１月→01 

AA PREF_MONTH_TIME 希望月時間帯 希望指定区分を”月指定”とした場合に入力が必要で

す。表示される試験時間帯を選んでください。 

AB PREF_DATE1 希望日 1 希望指定区分を”日付指定”とした場合に入力が必要

です。希望の試験日を入力してください。 

AC PREF_DATE1_TIME 希望日 1 時間帯 希望指定区分を”日付指定”とした場合に入力が必要

です。表示される試験時間帯を選んでください。 

AD PREF_DATE2 希望日 2 第 2 希望、第 3 希望がある場合に入力してくださ

い。なければ入力は不要です。 

希望順に席を確保します。 

AE PREF_DATE2_TIME 希望日 2 時間帯 

AF PREF_DATE3 希望日 3 

AG PREF_DATE3_TIME 希望日 3 時間帯 

AH KENGYOU_CODE 兼業コード 兼業がない場合も「00:なし」を選択してくださ

い。 

 

 

<業界共通試験 必須項目> 

列 見出し名称 項目名称 登録する内容 

A FAMILY_NAME 受験者姓 受験者の姓（全角） 

B FIRST_NAME 受験者名 受験者の名（全角） 

C FAMILY_NAME_P 受験者姓（読み） 受験者の姓のカナ（半角カナ） 

D FIRST_NAME_P 受験者姓（読み） 受験者の名のカナ（半角カナ） 

E CORP_CODE 会社コード 生命保険会社をプルダウンから選択してください。 

F SYOKUSYU_CODE 職種区分  

G BOSYU_NO 募集人登録番号  

I SEX 性別コード  

J BIRTH_DATE 生年月日 (記入例)1985 年４月１日→1985/04/01 

P EXAM_NO 試験コード 試験科目を入力してください。 

R SISYA_CODO_JKN 受験支社コード  

U APPLY_DATE 申込日 アップロードする日を入力ください。 

(記入例)2020 年４月１日→2020/04/01 

V E_MAIL メールアドレス 受験者のメールアドレス 

W TEL 緊急連絡先 緊急連絡先電話番号 

X PREF_AREA 希望都市コード 試験会場の希望都市を入力してください。 

Y ASSIGN_DIV 希望指定区分 日付を指定する場合は”日付指定”、月の任意の日で

申込む場合は”月指定”を入力してください。 

Z PREF_MONTH 希望月 希望指定区分を”月指定”とした場合に登録が必要で
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す。予約したい希望月を 1 月～12 月で指定してく

ださい。(記入例)１月→01 

AA PREF_MONTH_TIME 希望月時間帯 希望指定区分を”月指定”とした場合に入力が必要で

す。表示される試験時間帯を選んでください。 

AB PREF_DATE1 希望日 1 希望指定区分を”日付指定”とした場合に入力が必要

です。希望の試験日を入力してください。 

AC PREF_DATE1_TIME 希望日 1 時間帯 希望指定区分を”日付指定”とした場合に入力が必要

です。表示される試験時間帯を選んでください。 

AD PREF_DATE2 希望日 2 第 2 希望、第 3 希望がある場合に入力してくださ

い。なければ入力は不要です。 

希望順に席を確保します。 

AE PREF_DATE2_TIME 希望日 2 時間帯 

AF PREF_DATE3 希望日 3 

AG PREF_DATE3_TIME 希望日 3 時間帯 

 

 

個別申込み 

<一般課程試験 必須項目> 

列 見出し名称 項目名称 登録する内容 

A FAMILY_NAME 受験者姓 受験者の姓（全角） 

B FIRST_NAME 受験者名 受験者の名（全角） 

C FAMILY_NAME_P 受験者姓（読み） 受験者の姓のカナ（半角カナ） 

D FIRST_NAME_P 受験者姓（読み） 受験者の名のカナ（半角カナ） 

E CORP_CODE 会社コード 生命保険会社をプルダウンから選択してくださ

い。 

F SYOKUSYU_CODE 職種区分  

I SEX 性別コード  

J BIRTH_DATE 生年月日 (記入例)1985 年４月１日→1985/04/01 

M DRTN_NAME 代理店名（漢字） 法人代理店の場合は法人名を、個人代理店の場合

は保険会社と委託契約を締結した方の個人名（代

表者）を入力ください。 

N DRTN_NO 代理店番号  

O DRTN_OFF_CODE 代理店事務所コード 個人代理店は入力不要です。 

P EXAM_NO 試験コード 試験科目を入力してください。 

Q SISYA_CODO 支社（代申支社）コ

ード 

 

R SISYA_CODO_JKN 受験支社コード  
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S HIRED_DATE 入社年月日/委託契

約日 

使用人は研修初日、代表者は委託契約日の日付を

入力してください。 

(記入例)2020 年４月１日→2020/04/01 

U APPLY_DATE 申込日 アップロードする日を入力ください。 

(記入例)2020 年４月１日→2020/04/01 

V E_MAIL メールアドレス 受験者のメールアドレス 

W TEL 緊急連絡先 緊急連絡先電話番号 

AH KENGYOU_CODE 兼業コード 兼業がない場合も「00:なし」を選択。 

 

 

<業界共通試験 必須項目> 

列 見出し名称 項目名称 登録する内容 

A FAMILY_NAME 受験者姓 受験者の姓（全角） 

B FIRST_NAME 受験者名 受験者の名（全角） 

C FAMILY_NAME_P 受験者姓（読み） 受験者の姓のカナ（半角カナ） 

D FIRST_NAME_P 受験者姓（読み） 受験者の名のカナ（半角カナ） 

E CORP_CODE 会社コード 生命保険会社を入力してください。 

F SYOKUSYU_CODE 職種区分  

G BOSYU_NO 募集人登録番号  

I SEX 性別コード  

J BIRTH_DATE 生年月日 (記入例)1985 年４月１日→1985/04/01 

P EXAM_NO 試験コード 試験科目を入力してください。 

R SISYA_CODO_JKN 受験支社コード  

U APPLY_DATE 申込日 アップロードする日を入力ください。 

(記入例)2020 年４月１日→2020/04/01 

V E_MAIL メールアドレス 受験者のメールアドレス 

W TEL 緊急連絡先 緊急連絡先電話番号 

 

※個別申込みの場合、試験会場・日時は CBT 申込みシステム画面から入力します。 


