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事前準備
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(1)パソコン ※Macは利用できません。

○利用可能なパソコンの対象OSは以下のとおりです。
Windows11 (x64) Professional/Home
Windows10 (x64) Professional/Home
Windows10 (x86) Professional/Home
Windows8.1(x64) Professional/Home
Windows8.1(x86) Professional/Home

(2) インターネット環境
※wi-fi、光回線など

(3) Webカメラ
※パソコン内蔵カメラでも可

(4) メールアドレス（受検者固有のアドレスが必要です）
※同一アドレスを使い回すなどは不可です

（５） 受検者本人の写真
※バストアップ：5MB 以下、アップロード可能なファイル形式は jpgのみ

ご用意いただく使用機器と顔写真について
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ユーザー登録と本人認証

4
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１．試験申込サイトへアクセス
試験申込サイトへアクセスします
試験サイト：本番環境のURL～

※※ 注意 ※※
お申し込み、マイページをご確認いただく際は、 Internet Explorer（以下、ＩＥ）を使用しないでください。

「Microsoft Edge」または「Google Chrome」をご利用ください。

URLをクリックするとＩＥが起動してしまう場合、クリックせずにURLをコピーし検索窓に貼り付けてご利用ください。

Microsoft 
Edge

Google 
Chrome

Internet
Explorer
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2.メールアドレスの登録

[個人情報の取り扱いに関して]
の画面で「同意する」を押し、
メールアドレスを入力、
「送信」ボタンでご登録ください。

しばらくすると新規登録のお知
らせメールが届きます。

※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認ください※
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3.登録情報の入力

登録したメールアドレスに、
次の手続きに進むためのメー
ルが届きます。
記載されたURLからユーザー
登録へ進んでください。

※URLをクリックするとIEが起動して
しまう方はURLをコピーし、
Microsoft Edgeもしくは

Google Chromeの検索窓に貼り付
けてアクセスしてください。

メール画面

←お問い合わせ先はメール下部に記載がございます

件名：申込サイト 新規登録のお知らせ
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4.登録情報の入力

ユーザー登録のため情報を入力
し「確認」ボタンを押してください。

住所はご自宅の住所を入力ください。
携帯番号については、携帯番号または事
務所の電話番号を入力してください。

ログインパスワードは、
ご自身で設定をお願いいたします。
ご登録氏名には環境依存文字は
使用しないでください。



10

5.登録情報の確認

内容を確認して問題がなければ
「登録」ボタンを押してください。
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6.登録完了

登録が完了するとこの画面が
表示され、登録完了メールが届
きます。
本文に記載の「JJS-ID」
「パスワード」「ログインURL」は
忘れないように大切に保管して
ください。

※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認ください※

https://tkcexam.jp/personal/login

メール画面

件名：申込サイト ID登録完了のお知らせ

6.登録完了
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7.ログイン

メールに届いた「ログインURL」
にアクセスしてください。
「JJS-ID」「パスワード」を入力
してログインしてください。

※URLをクリックするとIEが起動して
しまう方はURLをコピーし、
Microsoft Edgeもしくは

Google Chromeの検索窓に貼り付
けてアクセスしてください。

※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認ください※

https://tkcexam.jp/personal/login

メール画面

件名：申込サイト ID登録完了のお知らせ
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【ご参考】カメラチェック時の問題対処

tkc.jjstc.com

...jjstc.com

パソコン内臓、もしくは外付け
のWebカメラにて本人確認を
行います。

カメラ使用の許可を求めるポッ
プアップ（通知）が表示された際
は「許可」を押してください。
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8.カメラチェック

カメラが正常に動作すると映像
が表示されます。
☑を押してから「画像登録」

ボタンを押してください。

映像が表示されない場合は、
画面下枠内の確認事項をご覧
ください。
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9.顔写真登録

試験中に本人確認するための
顔写真を「ファイルの選択」から
アップロードしてください。

アップロードすると登録する顔
写真が表示されるので、
顔写真データの範囲を調整し
「画像登録」を押してください。
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10.本人認証

「本人認証開始」ボタンを押し、
ご自身の顔がハッキリとカメラ
に映るようにしてください。

本人認証が完了するとポップ
アップが表示され、
「次へ進む」が押せるようになり
ます。
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11.登録情報の確認

先ほど登録した顔写真が表示さ
れます。
この写真で問題がなければ
「登録」を押してください。
写真を変更したい場合は「顔写
真を変更する」ボタンを押してく
ださい。
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12.環境確認へ

①環境確認アプリ

②検定申し込みと決済

③検定の受験準備

▼①～③の順で実行してください

本人認証が完了すると、マイ
ページを表示できるようになり
ます。

検定受検には①～③の手順を
行う必要があります。

まず①の「環境確認アプリのダ
ウンロード」を行ってください。

完了画面



環境確認アプリのダウンロードと実行
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１.環境確認アプリのダウンロード

←必ずダウンロードしてご確認ください。

「環境確認アプリダウンロード」
ボタンを押し環境確認アプリの
ダウンロードを行い、
お使いのパソコンでアプリが正
常に動作するか、お申し込みの
前に必ずご確認ください。

ダウンロードについての詳細は、
次ページ以降をご確認ください。
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環境確認アプリダウンロード

「ダウンロード」ボタンを押して
zipファイルをダウンロードして
ください。
ブラウザによって若干操作が
異なります。ご利用のブラウザ
に合わせてご確認ください。

※圧縮・解凍ソフト(windows標準以外)

（例： Lhaplusなど）がダウン
ロードされている場合は、フォルダ
が文字化けする可能性があります。
お使いのパソコンにダウンロード
されている場合はアンインストール
し、文字化けしない状態でご確認く
ださいますようお願いいたします。

Microsoft 
Edge

Google 
Chrome

利用ブラウザによって
ダウンロード時の操作が異なります
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環境確認アプリダウンロード

Google Chrome をご利用の場合

自動的にダウンロードが始まる
場合は、左下にダウンロード状
況が表示されます。

zipファイルはダウンロードフォ
ルダに保存されます。

ダウンロードが完了したら、
フォルダの解凍手順へ進んでく
ださい。

ケース１：自動的にダウンロードが始まる場合

↑ダウンロードファイルが
画面左下に表示されます
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環境確認アプリダウンロード

Google Chrome をご利用の場合

＿ここを選択

▼保存場所が「ダウンロード」になっていることを確認 ダウンロード前に「名前を付け
て保存」が表示される場合、
保存場所に「ダウンロード」を
選択してから「保存」をしてくだ
さい。

左下にダウンロード状況が表
示され、ファイルが保存されま
す。

ダウンロードが完了したら、
フォルダの解凍手順へ進んで
ください。

ケース２：「名前を付けて保存」が表示される場合

ダウンロードファイルが
画面左下に表示されます→
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環境確認アプリ解凍

Google Chrome をご利用の場合

ダウンロード完了画面
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環境確認アプリ解凍

Google Chrome をご利用の場合

↑▽矢印

フォルダを開く

ダウンロードが完了したら、
画面左下のフォルダアイコンの
矢印を押して「開く」を選択して
ください。
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環境確認アプリ解凍

Google Chrome をご利用の場合

25

▲コピーするフォルダがあるのは
「ダウンロード」

←②デスクトップを選択し「貼り付け」を選択

ダウンロードした
「 personal_id_●●_sample」
ファイルの中に入っている
「 examination_sample 」を
コピーして、
デスクトップに貼り付ける。

▼貼り付け(解凍)する場所は
「デスクトップ」

↑
①ダウンロードフォルダに保存
されている
「personal_id_●●_sample」フォ
ルダを選択し、“右”クリックで「コ
ピー」を選択

【ご注意】誤ってほかのフォルダを選択しな
いように注意しながら貼り付けてください

解凍する
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環境確認アプリダウンロード

Microsoft Edge をご利用の場合

自動的にダウンロードが始まる
場合は、右上にダウンロード状
況が表示されます。

zipファイルはダウンロードフォ
ルダに保存されます。

ダウンロードが完了したら、
フォルダの解凍手順へ進んでく
ださい。

ケース１：自動的にダウンロードが始まる場合
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環境確認アプリダウンロード

Microsoft Edge をご利用の場合

ダウンロード前に「操作を選ん
でください」と表示される場合、
「名前を付けて保存」をクリック
し、保存場所に「ダウンロード」
を選択して「保存」をしてくださ
い。

右上にダウンロード状況が表示
され、ファイルが保存されます。

ダウンロードが完了したら、
フォルダの解凍手順へ進んでく
ださい。

▼保存場所が「ダウンロード」になっていることを確認

↑①「名前を付けて保存」をクリック

②「ダウンロード」に「保存」↑

ケース２：「名前を付けて保存」が表示される場合
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環境確認アプリ解凍

Microsoft Edge をご利用の場合

ダウンロード完了画面
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環境確認アプリ解凍

Microsoft Edge をご利用の場合

ダウンロードが完了したら、
画面右上のフォルダアイコンを押し
てください。

フォルダを開く
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環境確認アプリ解凍

Microsoft Edge をご利用の場合

▲コピーするフォルダがあるのは
「ダウンロード」

ダウンロードした
「 sampleApp.zip 」ファイルの
中に入っている
「 sampleApp 」をコピーして、
デスクトップに貼り付ける。

▼貼り付け(解凍)する場所は
「デスクトップ」

解凍する

↑
①ダウンロードフォルダに保存
されている「sampleApp」フォルダ
を選択し、“右”クリックで「コピー」を
選択

【ご注意】誤ってほかのフォルダを選択しな
いように注意しながら貼り付けてください

←②デスクトップを選択し「貼り付け」を選択
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2.環境確認アプリの実行

ダウンロードが完了したら、
デスクトップに作成された
「examination_sample」フォ
ルダ内、
「jichi-ken-202210.bat」
をダブルクリックで実行します。

↑これをダブルクリックで実行。

※ファイルが文字化けするなどの問題が
発生する場合は、お問合せの前にこの
ダウンロード手順を再度お試しください。
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【ご参考】環境確認アプリ実行時の問題対処

「詳細情報」を押したのち「実行」を押してください。 「許可」を押してください。

WindowsによってPCが保護されました ネットワーク保護
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3.環境確認アプリ（ログイン画面）

Web申込時に登録した
「ログインID」「パスワード」
を入力し「ログイン」を押してく
ださい。

※アプリ内ではキーボードの
ショートカットキーは使用でき
ません。

アプリ画面
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3.環境確認アプリ（本人確認画面）

Webカメラが正常に動作して
いることを確認し「本人認証開
始」ボタンを押します。

アプリ画面
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3.環境確認アプリ（試験選択画面）

「動作確認問題」を押すと試験
問題に切り替わります。

アプリ画面
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3.環境確認アプリ（試験問題）

適当な選択肢を選ぶなどし
て動作を確認し「解答確認画
面」ボタンを押してください。

アプリ画面



38

3.環境確認アプリ（試験問題）

「試験を終了する」ボタンを押し
たあと表示される、
「終了する」ボタンを押して試験
画面を終了してください。

アプリ画面
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3.環境確認アプリ（試験問題）

解答内容アップロード画面に切り替
わったあと
「アップロードが完了しました」と表
示されます。
⇒このメッセージが表示された
ら環境確認は終了です。
右上の×印を押してアプリを
終了し、次のスライドに進んでく
ださい。

アプリ画面



検定お申し込み・お支払い

【ご注意】
お申し込み後の試験科目の追加・変更・キャンセルはできかねますのでご了承ください。
また、お支払い後の返金もできません。

39
40



検定お申し込み

マイページの「検定申し込み」か
ら受検の申し込みをします。
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１.受検内容の選択

受検する資格を選択し
「注意事項を確認して次へ」を押して
ください。

42



１.受検内容の選択

43

受検科目を選択し「次へ」を押し
てください。

【ご注意】
お申し込み後の試験科目の追
加・変更・キャンセルはできかね
ますのでご了承ください。また、
お支払い後の返金もできませ
ん。



１.受検内容の選択

44

お申し込み内容にお間違い
がないか、今一度ご確認くだ
さい。

「決済実行」を押してお支払に進
んでください。

※お支払方法は次の画面で選
択できます。



２.お支払方法選択

45

当画面以降のお支払手続き画面で、ブラウザの「戻る」ボタンや
ブラウザを途中で終了した場合は、二重支払いを防ぐため、一
時的に前画面の「決済実行」ボタンが表示されなくなります。
→３時間ほど経過してから再度決済をお試しください。

お支払方法を選択し、
「進む」を押して決済を完了して
ください。



【ご参考】各種お支払手続き画面①

46

クレジットカードの場合、カード情
報を入力し、決済いただくとスライ
ド４７「アプリのダウンロード」がす
ぐに開始できます。

2,200円

2,200円

クレジットカード
【ご案内】

クレジットカード決済の場合、カー
ド明細には「ジェイ・ジェイ・エス」
からのご請求として表示されます



【ご参考】各種お支払手続き画面②

47

コンビニ決済・ペイジーの場合

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

コンビニ決済・ペイジー決済の
場合は「決済する」を押していた
だくと登録メールアドレスにお
支払番号のお知らせメールが
届きます。
お振込み手続き後、数時間以内
にアプリのダウンロードが可能
となります。※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認ください※



3.お支払完了

（お支払完了後、アプリのダウンロードが可能になります）

48

マイページへ戻り、「アプリダウ
ンロード」をして検定受検の準
備をします。

「試験中にカンニング等の不正
行為は行いません」に
☑をして「アプリダウンロード」

に進んでください。



試験当日に利用するアプリのダウンロード

【ご注意】
この章でダウンロードいただきましたアプリを試験当日に利用いたします。
試験終了まで、ダウンロードしたアプリは削除しないようご注意ください。

48
49



資格試験アプリ（ログイン）

50

「アプリダウンロード」ボタンを押す
とポップアップが表示されますの
で「OK」を押してください。

しばらくするとファイルのダウン
ロードが始まります。

※ダウンロードが始まるまでに時間がかか
る（無応答になる）ことがありますが、なに
も操作せずそのままお待ちください。



資格試験アプリダウンロード

51

ダウンロードに関する操作は
当資料のスライド１９以降を参
考に行ってください。

ダウンロード完了後、
「examination」フォルダ内の
「jichi-ken-202210.bat」
をダブルクリックすることに
よって試験アプリが起動します。



試験当日のご案内

【ご注意】
試験当日は、受検科目開始時間の１５分前までにスライド49～51の手順を完了させて
おいてください。

55
52



資格試験アプリを開きます

53

デスクトップに保存している
「examination」フォルダ内の
「jichi-ken-202210.bat」
をダブルクリックすることに
よって試験アプリが起動します。



資格試験アプリログイン

54

ご登録いただいたID、パスワー
ドを入力し「ログイン」してくだ
さい。

※コピー/ペーストをする際は
マウスの右クリックをご利用く
ださい。

アプリ画面



資格試験アプリ（本人確認）

55

「本人認証開始」ボタンを押
してください。

アプリ画面



試験待機画面

56

▲試験時間1分前よりカウントダウンが開始されます。

アプリ画面

待機画面が表示された状態でお
待ちください。

受検開始時間の１５分前までに
この画面を表示しておいてくだ
さい。



試験画面（解答選択）

57

残り時間が表示されます。

後で確認するに☑をすると

左側の解答状況や
解答確認画面に反映されます。

解答内容を入力やプルダウン
の選択でお答えください。
一部の解答欄が隠れている場合
があるので、一番下までスク
ロールしてください。

文字サイズが変更できます。

現在の解答状況です。
番号をクリックすることで
各問題が表示されます。

アプリ画面
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解答状況などを確認できます。

◀「問題に戻る」で任意の問題画面が
表示されます。

試験時間の途中で終了したい
場合は、
解答内容に間違いがないかを
再度確認し「試験を終了する」
ボタンを押してください。

アプリ画面

27分52秒
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アプリ画面

アプリ画面

解答内容アップロード画面に切
り替わったあと
「アップロードが完了しました」
と表示されます。

⇒アップロードが完了するまで
アプリは終了せず、そのままお
待ちください。
成績表は1か月後を目安に、郵
送いたします。


