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個人申込（受検者向け）
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受検者

ﾏｲﾍﾟｰｼﾞｱｶｳﾝﾄ申請

証明写真登録

ﾏｲﾍﾟｰｼﾞｱｶｳﾝﾄPWでログイン

申請ﾌｫｰﾑ入力

証明写真添付

申請送信

ﾏｲﾍﾟｰｼﾞｱｶｳﾝﾄ承認

支払条件選択

技術者協会
受検ｼｽﾃﾑ

支払条件
①カード決済　
　即決済

②コンビニ決済
　・支払票発行
　・支払No.発行
　コンビニ支払にて決済

③銀行振込
　・振込番号発行
　銀行振込にて技協での確認

眼鏡作製技能検定　個人申込フロー

申請準備

申請実施

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



目　次

受検者　操作手順
1. 受検申込

a. アカウント登録
b. 証明写真撮影
c. 個人申込

i. 申込入力フォーム
ii. 証明書写真アップロード
iii. 申込内容確認
iv. 決済画面
v. 決済完了画面

2. マイページ
a. ホーム画面
b. アカウント編集
c. 申込状況 / 履歴
d. 証明書写真再アップロード
e. 領収書発行
f. パスワード再発行

3



操作手順　1. 受検申込　a.アカウント登録  

受検申請の際にまずマイページの新規登録をしていただく必要がございます。「マイページ」をクリックしてくださ
い。
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操作手順　1. 受検申込　  a.アカウント登録  

「新規アカウント登録」をクリックしてください。
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操作手順　1. 受検申込　  a.アカウント登録  

必ずチェックを入れます。
必要な情報を入力したら登録ボタンをクリックして仮登録します。
入力したメールアドレスに本登録メールが送信されるので本登録します。ここで入力した個人情報は申込フォーム欄の

デフォルト値になります。

ログイン情報
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操作手順　1. 受検申込　b.証明写真の準備

下記の注意事項およびホームページ内「証明写真の画像例と注意事項」をご確認いただき証明写真を準備下さい。
　スマホの写真でも結構です。

②



操作手順　1.受検申込　ｂ . 個人申込 

個人の受検者の受検申込はトップページ右上の「受検申請はこちら」ボタンから行います。
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申込の等級・申込方法を選択する画面です。
「個人でお申し込みの場合」まで下にスクロールすると等級毎の申込ボタンがあるので、該当するボタンをクリックし
て申込入力画面に進みます。
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操作手順　1.受検申込　ｂ . 個人申込 ③



操作手順　ｂ . 個人申込

受検を希望する検定をクリックしてチェックを入れてから「 次へ進む」ボタンをクリックします。
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登録されたEメールアドレスとパスワードでログインします。

11

操作手順　1.受検申込　ｂ . 個人申込 ③
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操作手順　1. 受検申込　b． 個人申込　 i. 申込内容入力フォーム　個人情報入力  

学科の申込画面では個人情報入力、受検資格、受検希望会場、身体
障がい者特記事項の4項目に分かれています。
本ページに個人情報入力、13ページに受検資格、14ページに受検希
望会場・身体障がい者特記事項の説明がございます。

個人情報入力の各項目にはアカウント登録画面で入力した個人情報
が自動入力されています。（住所変更があった場合は適宜変更しま
す）

④
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操作手順　1. 受検申込　b.個人申込　 i. 申込内容入力フォーム　学科試験受検資格

職歴は4箇所入力欄があり、入
力する場合は少なくとも
1箇所の入力が必要。

2級学科試験 修了した眼鏡専門学校欄

1級学科試験 修了した眼鏡専門学校欄

受検資格欄には各試験に応じた受検資格を満たしているかの入力判定処理
が存在し、条件を満たさないと申込出来ません。
学科試験の受検条件については13ページを参照してください。

④



操作手順　1. 受検申込　b.個人申込　受検条件  

等級 試験科目 受検資格

1級

学科試験

下記のいずれか
・2級合格証書番号があり、職歴の在籍期間が合計 2年以上であり、2級合格
　後実務年数が2年以上
・職歴の在籍期間が合計 5年以上
・修了した眼鏡専門学校の制度種別が「全日制」で在籍期間が 3年以上

実技試験

1級学科試験合格の試験パスコード

2級

学科試験

下記のいずれか
・職歴の在籍期間（合計）が合計 2年以上
・修了した眼鏡専門学校の制度種別が「通信」で在籍期間が 2年以上

実技試験

2級学科試験合格の試験パスコード
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操作手順　1. 受検申込　b.個人申込　 i. 申込内容入力フォーム　受検希望会場・身体障がい者特記事項

受検希望会場の選択
身体障がい者特記事項では受検者自身が障がいを持っていればその内容を記入します。
必要な項目の入力が完了すれば「次へ進む」ボタンをクリックします。

④



操作手順　1. 受検申込　b. 個人申込　 ii. 証明写真アップロード  

参照ボタンを押して証明写真を選択します。

選択するとプレビューに画像が表示されるので顔写真見本と見
比べます。
証明写真について詳細な注意点を知りたい場合は見本画像を
クリックした後に開く「証明写真の画像例と注意事項」画面から
確認してください。

画面にある確認事項にすべてチェックを付けてから「次へ進む」
ボタンをクリックします。

選択する画像のサイズは縦560px X 横420px、
もしくは、縦600px X 横450px（縦4：横3）に設定してください。

16

➄



操作手順　1. 受検申込　b. 個人申込　 iii. 申込確認画面

申込内容を確認して問題なければ「 次へ進む」ボタンをクリックします。
クリックする前に受検手数料の確認をお願いします。
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操作手順　1. 受検申込　b. 個人申込　 iv. 決済画面

決済画面では受検手数料決済方法をクレジットカード
決済、コンビニ決済、銀行決済のいずれかから選択し
て手続きを進めます。

クレジットカード決済ではクレジットカード番号を必ず
入力し、有効期限を現在より後の年月にします。

コンビニ決済ではコンビニごとに支払方法が異なりま
す。手続き後に送信される決済受付メールをよく読ん
でください。

銀行振込では手続き後に決済受付メールが届くので
指定の口座に手数料を支払ってください。

必要な項目の入力が完了しましたら「決済手続きに
進む」ボタンをクリックして決済手続きを完了させてく
ださい。
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操作手順　1. 受検申込　b. 個人申込　v. 決済完了画面（クレジットカード決済・銀行振込）

クレジットカード決済 銀行振込
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操作手順　1. 受検申込　b. 個人申込　v. 決済完了画面（コンビニ①）

例：ファミリーマート 例：ローソン 20
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操作手順　1. 受検申込　b. 個人申込　v. 決済完了画面（コンビニ②）

例：セイコーマート 例：ミニストップ 21

➆
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操作手順　2. マイページ　a. ホーム画面

マイページについて

マイページでは受検者自身の情報、眼鏡作製技能検定申込状況を確認することができます。
ログインする、もしくはホームボタンをクリックすると下図のような画面が表示されます。

①アカウント内容では受検者自身の個人情報を確認することができます。
②アカウント編集では個人情報を変更したい場合、編集フォームから更新することができます。
③申込状況／履歴では受検を申し込んだ眼鏡作製技能検定の詳細を確認することができます。

④受検者名横「▼」メニュー
ログイン用のパスワードを変更する場合は「パスワード変更」メニューを選択した先の画面で
更新します。
ログアウトする場合は「ログアウト」メニューを選択します。

① ② ③

④
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操作手順　2. マイページ　b. アカウント編集

本画面から保存済みの個人情報を適宜変更して更
新します。

生年月日を変更したい場合は本画面から変更する
ことはできないため、眼鏡協会へお問い合わせ願
います。

領収書（P.26参照）の宛名を変更される場合は、本
画面の”領収書宛名”欄にご記入下さい。
空欄の場合は検定申込時の氏名が宛名になりま
す。通常は空欄のままで問題ありません。

必要な情報を入力できれば保存ボタンをクリックし
て更新処理を行います。
更新処理が正常に完了しますとホーム画面に戻り
ます。

保存ボタン



操作手順　2. マイページ　c. 申込状況 / 履歴 

①申込状況　表示例

申込状況 / 履歴では受検者が持つ眼鏡作製技能検定の情報が一
覧表示されます。
左下①の例のように表示され、右側にある詳細ボタンからより詳細な
情報を確認することができます。
決済方法がコンビニ決済であり、決済状況が支払待ちである場合、
詳細画面で右②の例のように受検手数料支払先の情報が表示され
ます。
決済方法が銀行振込である場合、詳細画面で右下③の例のように
受検手数料支払先の情報が表示されます。
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②受検手数料支払先　表示例（コンビニ）

③受検手数料支払先　表示例（銀行振込）



操作手順　2. マイページ　d. 証明書写真再アップロード

アップロードした画像がシステム管理者から
「画像不備有り」と判定された場合、
自分のメールアドレスにメールが送信され、
申込履歴で下にある注意が表示されます。

本画面でも証明写真について詳細な注意点を知りたい場
合は見本画像をクリックした後に開く「証明写真の画像例
と注意事項」画面から確認してください。

「再アップロード」ボタンから画像ファイルを
選択して再アップロードします。
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操作手順　2. マイページ　e. 領収書発行（PDF）

受検料の決済処理が完了した後、申込履歴で「領収書が必要な場合はこちら」と注意が表示されます。
領収書発行（PDF）ボタンをクリックすると右下図のような領収書がダウンロードされます。
左下図に決済方法が銀行振込の例を表示していますが、クレジットカード決済・コンビニ決済でも領収書を発行することができます。

26



操作手順　2. マイページ　 f. パスワード再発行

パスワードを忘れた場合ログイン画面にある「パスワードを忘れた場合」リンクをクリックした先の画面で
自身のEメールアドレスを入力して「メール送信」ボタンをクリックします。
送信されたメール内に記載されたトークンを矢印の先の画面で入力し新しいパスワードを発行します。
再発行後ログインできるか確認します。
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