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はじめに

本書は、外国人技能実習機構（以下、機構）が提供する受検手続支援サイトの試験実施機関用マ
ニュアルです。

操作はウェブブラウザを用いて行います。

本マニュアルは、Microsoft  Internet Explorer 11、 または、Microsoft Edgeで表示した画面イメージを
使用しています。

ただし、ご利用のOS・ブラウザの種類または設定によって、マニュアルどおり
の表示や動作をしない場合がありますので、ご了承ください。

利用推奨環境

ご利用の前に「推奨環境」を必ず確認下さい！

Microsoft社が動作保証する保証対象内のＯＳとExcelのバージョ
ンの組み合わせの両方の条件を満たす必要があります。

クライアントＯＳ
・Windows 8
・Windows 8.1
・Windows 10
・Windows 11

「

ブラウザ
・Microsoft Internet Explore 11
・Microsoft Edge
・Google Chrome

Ｍicrosoft Excel
・Excel 2013
・Excel 2016
・Excel 2019
・Excel 2021

（留意事項）
・2013より前のものは推奨環境対象外です。
・Microsoft Excel 以外は作動しません
・Excelは受検者情報の作成（新規登録）や更新をする場
合に必要になります。登録した情報の閲覧等、サイトでの
操作のみを行う場合には必要ありません。

（留意事項）
Macは推奨環境対象外です。
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はじめに

システムの稼働時間は以下のとおりです。

稼働時間 ８時４５分～２０時００分（日曜日を除く）

〇稼働時間外は受検手続支援サイトへ接続できないため、データのダウンロード、アップロード、閲覧
等全ての機能が利用できません。

〇データのアップロードの際には、時間がかかることもございますので、十分に余裕をもって対応をお
願いします。

なお、稼働時間外にアクセスした場合、以下のような画面が表示されますが、障害ではございません。

稼働時間内に再度アクセスしてください。

※ 画面イメージは、 Microsoft Edgeのものです。ブラウザにより表示は異なる可能性があります。
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第１章 ログイン

この章では、本サイトへのログイン方法について説明します。
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１－１．トップページ

ウェブブラウザにて下記URLを入力してサイトへアクセスします。
https://www.juken.otit.go.jp
※URLはブックマークしていただくと次回からアクセスが簡単になります。

受検手続支援サイトのトップページです。

■操作
①の 「試験実施機関の方」をクリックしてください。

■注意事項
「お知らせ」については、必ずご確認をお願いします。
初めてご利用の際は、本ページ内容を必ずご確認ください。

①
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試験実施機関のトップページです。

①

②

１－２．試験実施機関トップページ

■操作
ログインをクリックします。

■画面説明
①お知らせを表示しますので、必ず読んでください。
②「ログイン」をクリックし、ログイン画面へ移動します。
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ログインを行うページです。

①

②
③

④

１－３．ログイン

■画面説明
①利用者ID（半角英数字8字）を入力します。
②パスワード（半角英数字8字以上）を入力します。
③「サインイン」をクリックすると、ID・パスワードの入力に誤りがなければ、サインインします。
④パスワードの再設定画面へ移動します。パスワードを忘れてしまった場合は、「パスワードをお忘れですか

をクリックし、パスワードの再設定を行ってください（詳細は１－４「パスワード再設定」参照）。

■操作
①の欄に利用者ID （半角英数字8字）、②の欄にパスワード（半角英数字8字以上）を入力し、③「サインイン」

をクリックしてください。

■注意事項
利用者登録は、担当者ごとに行い、利用者IDを１人につき１つ取得し、利用者IDの使いまわしはしないでください。
異動や退職等により本サイトを利用する必要がなくなった場合は、速やかに機構本部に連絡をし、退会の手続き

を行ってください。
また、新規で本サイトを利用する必要がある場合にも機構本部にご連絡ください。
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１－４．パスワード再設定

パスワードの再設定を行うページです。

■画面説明
①メールアドレスを入力します。
②前画面に戻ります。
③入力したメールアドレスに、パスワードの再設定をするためのメールが送信されます。

■操作
①の欄に利用者登録時に入力いただいたメールアドレスを入力し、③「再設定」をクリックしてください。
入力したメールアドレスに送信される「 [受検手続支援サイト］パスワードの再設定」という件名のメールにパス

ワードを再設定するためのURLのリンクが記載されていますので、アクセスすると以下の画面が表示されます。

①

②

③

■操作
新しいパスワードを入力し、④「再設定」をクリックしてください。
パスワードの再設定は完了します。

④
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第２章 受検手続支援

この章では、受検者情報の閲覧や合否結果の入力等について説明します。

【試験実施機関における受検手続支援サイト利用の流れ】
試験実施機関においては、本サイトで受検者情報の閲覧、合否結果の登録を行います。
①監理団体または企業単独型実習実施者（以下、監理団体等）が登録した受検者情報を機構が確認のうえ承認
②試験実施機関において受検者情報の閲覧が可能
③監理団体等と受検日、受検地を調整、決定
④技能実習生が受検
⑤合否結果を本サイトへ登録。

（個別登録または複数の受検者情報の一括登録が可能です。）

【はじめに】
作業にあたっては、CSVファイルを使用しますので、受検手続支援サイトのための作業用フォルダをあらかじめ作
成し、フォルダ内で作業をしてください。
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２－１．試験実施機関メイン画面（ページヘッダ）

ログイン後、以下のメイン画面（ヘッダ部分）が表示されます。

■画面説明

①ログインしている利用者の試験実施機関名・氏名を表示します。
②このサイトからサインアウトします。
③ウェブサイト内でのウェブページの位置を表示します。画面名リンクをクリックするとその画面に移動します。
④各機能の画面へ移動します。

試験実施機関メイン・・・試験実施機関メイン画面へ移動します。
メイン画面では、受検者情報の閲覧等を行います。

更新データ・・・更新データ画面へ移動します。
更新データ画面では、機構承認後に監理団体等が更新した受検者情報を参照できます。

合否一括登録・・・合否を一括で登録する画面へ移動します。
個別レコード検索・・・個別レコード検索画面へ移動します。

個別レコード検索画面では、機構承認後の受検者情報を検索し、
表示することができます。

① ②

③ ④
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ログイン後、以下のページに移動します。
本ページで、受検者情報の参照等を行います。

■画面説明
①注意事項を表示します。
②表示する受検者を「受検申請情報取次ぎ日」で絞り込みや再検索が可能です。
③合否結果が未登録の件数を表示します。

①

②

受検申請情報取次ぎ日
(From～To)

受検申請情報取次ぎ日（機構が受検者情報を承認した日）が、From～Toの期
間内である受検者情報を表示します。
※Toの初期表示は現在日です。Fromの初期表示は、Toの１か月前です。
※From＞Toの場合、該当はないものとなり、「対象件数：0件」となります。
（FromとToを入れ替えての絞り込みはしません。）

指定期間合否未登録件数 上記「受検申請情報取次ぎ日(From～To)」の指定期間において、合否情報が
未登録の受検者情報の件数を表示します。

２－２．試験実施機関 メイン画面

■注意事項
「受検申請情報取次ぎ日」 （②）の最大取得件数は3,000件です。
そのため、 「再検索」をクリックした際に、検索結果が3,000件を超える範囲を指定した場合、検索結果を表示できま

せん。
3,000件を超えないよう日付範囲を指定して再検索してください。

③
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（続き）

■画面説明
④表示する受検者を以下の条件で絞り込みが可能です。

申請の種別 申請の種別（新規、再受検）を指定。完全一致。

ステータス ステータス（未承認、承認済み、差し戻し、完了）を指定。完全一致。
「キャンセルを除く」にチェックするとキャンセル登録された受検者は非表示となる。
※試験実施機関については、未承認、差し戻しの受検者情報はございません。

承認済みまたは完了で絞り込みを行います。

在留期限日 在留期限日を指定。年月日各々完全一致。

監理団体名 監理団体名を指定。部分一致。

実習実施者名 実習実施者名を指定。部分一致。

受検予定地都道府県 受検予定地都道府県を指定。完全一致。

職種名 職種名を指定。部分一致。

作業名 作業名を指定。部分一致。

受検級 受検級を指定。完全一致。

受検希望期間(From～To) 以下の範囲を満たす場合に該当するものとなります。
１．（Fromのみ入力の場合）Fromに指定された日付以後である
２．（Toのみ入力の場合）Toに指定された日付以前である
３．（From、Toの両方入力の場合）From～Toの期間内である
※不正な日付を指定した場合は、エラー表示となります。
※From＞Toの場合、FromとToを入れ替えて絞り込みます。

合否（実技） 合否（実技）を指定（合、否、キャンセル）。完全一致。

受検日(From～To) 受検日を指定。
※条件は受検希望期間と同じ。受検日と受検日予備のいずれも対象にする。

合否（学科） 合否（学科）を指定（合、否、キャンセル）。完全一致。

最終更新日(From～To) 最終更新日を指定。
※条件は受検希望期間と同じ。

シリアル番号(From～To) シリアル番号を指定。左側の「0」は記載不要。

２－２．試験実施機関 メイン画面

④
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⑤

（続き）

２－２．試験実施機関 メイン画面

■画面説明
⑤受検者の一覧（または絞り込み結果一覧）が表示されます。
⑥表示の順番を選択できます。
⑦１ページあたりの表示件数を10件、20件、50件から選択できます。
⑧表示ボタンをクリックすると、選択した⑥ソート順、⑦表示件数の設定を実行します。
⑨チェックボックスにチェックをした受検者のデータを取得します。

受検者データにより合否一括登録が可能です（詳しくは、２－４．「合否等登録（一括登録）」参照）。

■初期表示時条件
・受検申請情報取次ぎ日が現在日から1ヶ月以内の情報
・ソート：シリアル番号（昇順）

■受検者情報（⑤）の項目説明（左の項目から順番となっています。）

⑦ ⑧

⑨

チェックボックス 「受検者データ取得」を行う際に使用します。

シリアル番号 シリアル番号を表示します。シリアル番号は監理団体等が受検者情報を新規登録した
際に付与されます。

種別 種別（新規、再受検）を表示します。

種別、計画認定番号ともに同じ受検者情報が登録されている場合、後から登録した受検
者情報の種別の前に「※」が表示されます。

再受検申請で記載の計画認定番号と、記載の「新規シリアル番号」で登録済みの計画認
定番号が一致しない場合、種別の前に「☆」が表示されます。

ステータス ステータス（承認済み、完了）を表示します。

申請情報取次ぎ日 申請情報取次ぎ日（機構が受検者情報を承認した日）を表示します。

最終更新日 最終更新日を表示します。

在留期限日 在留期限日を表示します。（「在留期限日更新手続き中」である場合、在留期限日の右
に赤いチェックマークが表示されます。）

受検希望期間 受検希望期間を表示します。（事前に試験実施機関と受検日を調整している場合、受検
希望期間の右に赤いチェックマークが表示されます。）

受検日 受検日を表示します。

受検日(予備) 受検日(予備)を表示します。

実技合否 実技合否を表示します。 ※「否」は黄色背景に赤字表示となります。

学科合否 学科合否を表示します。 ※「否」は黄色背景に赤字表示となります。

受検級 受検級を表示します。

都道府県 受検予定の都道府県を表示します。

監理団体名 監理団体名を表示します。

実習実施者名 実習実施者名を表示します。

⑥
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（続き）

２－２．試験実施機関 メイン画面

■ソート順（⑥）の項目説明（上の項目から順番となっています。）

シリアル番号（昇順） シリアル番号が小さい受検者情報から表示します。

シリアル番号（降順） シリアル番号が大きい受検者情報から表示します。

申請情報取り次ぎ日（昇順） 申請情報取り次ぎ日が早い受検者情報から表示します。

申請情報取り次ぎ日（降順） 申請情報取り次ぎ日が遅い受検者情報から表示します。

最終更新日（昇順） 最終更新日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
先頭になります。

最終更新日（降順） 最終更新日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
最後尾となります。

在留期限日（昇順） 在留期限日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
先頭になります。

在留期限日（降順） 在留期限日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
最後尾となります。

受検希望期間From（昇順） 受検希望期間Fromの日付が早い受検者情報から表示します。

受検希望期間From（降順） 受検希望期間Fromの日付が遅い受検者情報から表示します。

受検希望期間To（昇順） 受検希望期間Toの日付が早い受検者情報から表示します。

受検希望期間To（降順） 受検希望期間Toの日付が遅い受検者情報から表示します。

受検日（昇順） 受検日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、先
頭になります。

受検日（降順） 受検日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、最
後尾となります。

受検予備日（昇順） 受検予備日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
先頭になります。

受検予備日（降順） 受検予備日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
最後尾となります。

職種名 職種名を表示します。

作業名 作業名を表示します。
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２－２．試験実施機関 メイン画面

項目 補足説明

受検者データ
※ ファイル名は
「InspcetionDataXXXX
XXXXXXXXXX.csv」

シリアル番号(*)
実技合否(*)
学科合否(*)
受検日(*)
受検日予備(*)
種別
ステータス
国籍
氏名
性別
生年月日
入国日
技能実習の区分
在留期限日
在留期限日更新手続き中フラグ
在留カード番号
計画認定番号
実習実施者名
職種作業コード
職種名
作業名
受検級
受検予定地都道府県
受検予定機関
受検予定地
実習実施期間(From)
実習実施期間(To)
受検希望科目
受検希望期間(From)
受検希望期間(To)
受検希望日事前確認済みフラグ
次号計画認定申請提出予定地方事務所
備考
紡績関連の情報
監理団体名
調整担当者所属
調整担当者氏名
調整担当者電話番号
調整担当者FAX
調整担当者メールアドレス
受検申請情報取次ぎ日
新規シリアル番号

(*)のマークがある項目については、

合否を一括登録する際に、読み込
む項目となります。詳しくは、２－４．
「合否等登録（一括登録）」をご参
照ください。

「職種作業コード」は、技能検定に
おける職種コード（３桁）＋作業
コード（３桁）の計６桁を表示します。

調整担当者情報については、受検
者情報を登録した監理団体等の担
当者の情報を表示します。

（続き）

■ 出力する受検者データ（⑨）は、CSV形式となり、項目は以下のとおりです。
（左から順番となっています。）

■ 注意事項
取得した受検者データ（CSV形式）を使用して合否登録の一括登録が可能です。詳しくは、２－４．「合否等登

録（一括登録）」をご参照ください。
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受検者の合否結果の情報を個別に登録します。

メイン画面にて合否結果を登録する受検者を表示します

２－３．合否等登録（個別登録）

■操作
合否結果を登録する受検者情報の「シリアル番号」リンクをクリックすると、受検者の個別レコード

参照更新画面が表示されます。
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（続き）

■操作
必要項目を修正したら「更新する」をクリックします。
「合否を登録すると修正できなくなります。よろしいですか？」と表示されますので、問題なければ「OK」をクリッ

クします。
問題なく登録されていることを、個別レコード参照更新画面または試験実施機関メイン画面において確認して

ください。

■注意事項
〇 更新できるのは以下の項目のみです。

２－３．合否等登録（個別登録）

個別登録での
更新可能項目 実技合否、学科合否、受検日、受検日予備

※受検日については、監理団体等が登録することとなっておりますが、試験実施機関においても入力可能
ですので、受検日が空白の場合には、入力いただきますようお願いします。

○ 「受検希望科目」に応じた合否を入力する必要がありますので、受検希望科目が「学科及び実技」の場合、
「学科」のみまたは「実技」のみの入力ではエラーとなります。

（エラーメッセージ「合否データが正しく設定されていません。」）

○ 入力いただいた合否は、監理団体等も閲覧可能となります。

〇 合否結果登録後に、万が一誤りがあることが発覚した場合には、至急、機構本部までご連絡ください。
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■画面説明

個別レコード参照更新画面においては、監理団体等の調整担当者情報、及び、変更履歴の閲覧が可能です
ので、適宜、ご参照ください。

【参考】

２－３． 合否等登録（個別登録）

■注意事項
変更履歴については、「続きを読む」をクリックすると、続きを表示します。
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２－３． 合否等登録（個別登録）

【参考】

■操作

個別レコード参照画面において、「新規シリアル番号」の横にある「開く」ボタンをクリックします。

■操作

以下の画面のとおり、別ウィンドウで新規シリアル番号に該当する個別レコード参照画面が開きます。

受検データが「再受検」の場合、新規シリアル番号欄に記載のシリアル番号の受検者情報の画面を開くことが
できます。

■注意事項

新規シリアル番号として記載のシリアル番号が、他の試験実施機関の受検者情報である場合には、表示する
ことはできません。
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受検者の合否結果の情報を一括で登録します。
メイン画面にて合否結果を登録する受検者を表示します

２－４． 合否等登録（一括登録）

■操作
合否結果を登録する受検者のチェックボックスにチェックをつけ、「受検者データ取得」をクリックします。

以下のウィンドウが表示されるので「名前を付けて保存」ボタンをクリックし、保存場所を指定し保存します。
あらかじめ作成した作業用フォルダに保存すると、作業を行いやすくなります。
（保存場所を指定せず保存すると、パソコンの「ダウンロード」フォルダへ保存されます。）

受検者データはZIPファイル形式（ファイル名の例： InspcetionData20190718134515.zip）でダウンロードされます。

ＺＩＰファイルを展開すると、以下のようなCSVファイルが展開されます。

■操作
ダウンロードしたCSVファイルに必要事項を入力します。
ヘッダーに(*)のマークがある以下の項目のみ合否一括登録の際に読み込みます。
※ シリアル番号は変更しないでください。
※ (*)のついていない項目を変更しても、受検手続支援サイトにおける登録情報は変更できません。

「受検者データ取得」で取得したCSVファイルを表示します。
※ 以下の例のとおりエクセルで表示いただいても問題ございませんが、CSV形式は変更しないでください。

受検希望科目で登録されている「実技合否」「学科合否」を入力し、上書き保存をします。
※ 必要に応じて、「受検日」「受検日予備」欄も入力してください。
※ エクセルで編集している場合、上書き保存する際に、「CSV（カンマ区切り）として保存する場合、ブックの

一部の機能が失われる可能性があります。この形式でブックを保存しますか？」と表示される場合がありますが、
その場合も「はい」で上書きして問題ありません。

合否一括登録で読み込む項目 シリアル番号
実技合否
学科合否
受検日
受検予備日

■注意事項
合否の入力は、「合」または「否」を入力してください。
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入力したCSVファイルを受検手続支援サイトへ登録します。
メイン画面で「合否一括登録」をクリックし、以下の画面に移動します。

①

② ③

■画面説明
①登録する合否情報一括登録ファイルを選択します。
②前画面に戻ります。
③選択したファイルの登録を実行します。

■操作
①選択ボタンをクリックし、作成したCSVファイルを選択し、③「登録する」をクリックします。
登録されたCSVファイルについて、サイトが以下の確認を行い、結果を確認画面に表示します。

２－４． 合否等登録（一括登録）

入力確認事項

合否入力 実技合否、学科合否の入力が、「合」または「否」となっているか確認します。

受検希望科目 受検希望科目が以下の状態であるか確認します。
・受検希望科目が「実技および学科」の場合、実技合否と学科合否の両方のデータが設定されているか
・受検希望科目が「実技」の場合、実技合否のデータが設定されているか
・受検希望科目が「学科」の場合、学科合否のデータが設定されているか

受検日 日付の形式となっているか確認します。

受検予備日 日付の形式となっているか確認します。
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合否一括登録にて、作成したCSVファイルの入力にエラーがないかを確認します。

＜合否の登録が可能な場合（エラーがない場合）＞

①

②

③

■画面説明
①前ページ「入力確認事項」を確認した結果を表示します。
② 「入力確認事項」においてエラーのない受検者の合否の登録を行う場合チェックします。
③前画面に戻ります。
④合否の登録を行います。

■操作

エラーがないことを確認し、合否を登録する場合は、②「上記の内容で登録する（登録後の修正はできませ
ん）」チェックボックスにチェックをし、④「変更する」をクリックします。

登録が完了し、以下の画面が表示されます。

２－４． 合否等登録（一括登録）

④

■注意事項
〇 登録いただい合否は、監理団体等も閲覧可能となります。

〇 合否結果登録後に、万が一誤りがあることが発覚した場合には、至急、機構本部までご連絡ください。



（続き）

＜合否に「合」または「否」以外の入力がある場合＞

＜「受検希望科目」（学科、実技）にある合否が入力されていなかった場合＞

＜「受検日」または「受検予備日」の日付に誤りがある場合＞
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②

③

エラーメッセージ エラー理由

① 学科の合否の値がエラーです。「合」または
「否」を入力してください。
※ 実技の場合は「学科」を「実技」と表示

実技合否または学科合否の入力が、「合」または「否」以外が記載さ
れている

② 学科の合否が設定されていません
※ 実技の場合は「学科」を「実技」と表示

受検希望科目に記載されている実技または学科の合否が記載され
ていない

③ 受検日（受検予備日）の日付が不正です 日付の形式に誤りがある

■画面説明
入力事項を確認した結果、エラーの場合は以下のメッセージを表示します。

■操作
エラーになった場合は、正しい内容に修正し再度登録を行います。

２－４． 合否等登録（一括登録）

①
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「更新データ」をクリックすると、更新データ画面に移動します。

■画面説明
①注意事項を表示します。
②表示する受検者を「最終更新日」で絞り込みや再検索が可能です。

①

②

最終更新日
(From～To)

最終更新日（データが最後に更新された日）が、From～Toの期間内である受
検者情報を表示します。
※Toの初期表示は現在日です。Fromの初期表示は、Toの１か月前です。
※From＞Toの場合、該当はないものとなり、「対象件数：0件」となります。
（FromとToを入れ替えての絞り込みはしません。）

２－５．更新データ

■注意事項
〇機構承認後に更新があった受検者データのみ表示します。

ただし、更新のあった項目が「受検日」「受検日（予備）」「同意書」の場合は表示されません。

〇監理団体等によりキャンセルされた受検者データは表示しますが、試験実施機関による合否入力があった
受検者データは表示されません。
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（続き）

■画面説明
③表示する受検者を以下の条件で絞り込みが可能です。

申請の種別 申請の種別を指定。完全一致。

ステータス ステータス（未承認、承認済み、差し戻し、完了）を指定。完全一致。
「キャンセルを除く」にチェックするとキャンセル登録された受検者は非表示となる。
※試験実施機関については、未承認、差し戻しの受検者情報はございません。

承認済みまたは完了で絞り込みを行います。

在留期限日 在留期限日を指定。年月日各々完全一致。

監理団体名 監理団体名を指定。部分一致。

実習実施者名 実習実施者名を指定。部分一致。

受検予定地都道府県 受検予定地都道府県を指定。完全一致。

職種名 職種名を指定。部分一致。

作業名 作業名を指定。部分一致。

受検級 受検級を指定。完全一致。

受検希望期間(From～To) 以下の範囲を満たす場合に該当するものとなります。
１．（Fromのみ入力の場合）Fromに指定された日付以後である
２．（Toのみ入力の場合）Toに指定された日付以前である
３．（From、Toの両方入力の場合）From～Toの期間内である
※不正な日付を指定した場合は、エラー表示となります。
※From＞Toの場合、FromとToを入れ替えて絞り込みます。

合否（実技） 合否（実技）を指定（合、否、キャンセル）。完全一致。

合否（学科） 合否（学科）を指定（合、否、キャンセル）。完全一致。

シリアル番号(From～To) シリアル番号を指定。左側の「0」は記載不要。

２－５．更新データ

③
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④

（続き）

２－５．更新データ

■画面説明
④更新のあった受検者の一覧（または絞り込み結果一覧）が表示されます。
⑤表示の順番を選択できます。
⑥１ページあたりの表示件数を10件、20件、50件から選択できます。
⑦表示ボタンをクリックすると、選択した⑤ソート順、⑥表示件数の設定を実行します。
⑧チェックボックスにチェックをした受検者のデータを取得します。

受検者データにより合否一括登録が可能です（詳しくは、２－４．「合否等登録（一括登録）」参照）。

⑨チェックボックスにチェックをした受検者の更新データを取得します。

■初期表示時条件
・最終更新日が現在日から1ヶ月以内の情報
・ソート：シリアル番号（昇順）

■受検者情報（④）の項目説明（左の項目から順番となっています。）

⑥ ⑦

⑧

チェックボックス 「受検者データ取得」、「更新データ取得」を行う際に使用します。

シリアル番号 シリアル番号を表示します。シリアル番号は監理団体等が受検者情報を新規登録した
際に付与されます。

種別 種別（新規、再受検）を表示します。

種別、計画認定番号ともに同じ受検者情報が登録されている場合、後から登録した受検
者情報の種別の前に「※」が表示されます。

再受検申請で記載の計画認定番号と、記載の「新規シリアル番号」で登録済みの計画認
定番号が一致しない場合、種別の前に「☆」が表示されます。

ステータス ステータス（承認済み、完了）を表示します。

申請情報取次ぎ日 申請情報取次ぎ日（機構が受検者情報を承認した日）を表示します。

最終更新日 最終更新日を表示します。

在留期限日 在留期限日を表示します。（「在留期限日更新手続き中」である場合、在留期限日の右
に赤いチェックマークが表示されます。）

受検希望期間 受検希望期間を表示します。（事前に試験実施機関と受検日を調整している場合、受検
希望期間の右に赤いチェックマークが表示されます。）

実技合否 実技合否を表示します。 ※「否」は黄色背景に赤字表示となります。

学科合否 学科合否を表示します。 ※「否」は黄色背景に赤字表示となります。

受検級 受検級を表示します。

都道府県 受検予定の都道府県を表示します。

監理団体名 監理団体名を表示します。

実習実施者名 実習実施者名を表示します。

⑤

⑨
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（続き）

２－５．更新データ

■ソート順（⑤）の項目説明（上の項目から順番となっています。）

シリアル番号（昇順） シリアル番号が小さい受検者情報から表示します。

シリアル番号（降順） シリアル番号が大きい受検者情報から表示します。

申請情報取り次ぎ日（昇順） 申請情報取り次ぎ日が早い受検者情報から表示します。

申請情報取り次ぎ日（降順） 申請情報取り次ぎ日が遅い受検者情報から表示します。

最終更新日（昇順） 最終更新日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
先頭になります。

最終更新日（降順） 最終更新日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
最後尾となります。

在留期限日（昇順） 在留期限日が早い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
先頭になります。

在留期限日（降順） 在留期限日が遅い受検者情報から表示します。未入力の受検者情報は、
最後尾となります。

受検希望期間From（昇順） 受検希望期間Fromの日付が早い受検者情報から表示します。

受検希望期間From（降順） 受検希望期間Fromの日付が遅い受検者情報から表示します。

受検希望期間To（昇順） 受検希望期間Toの日付が早い受検者情報から表示します。

受検希望期間To（降順） 受検希望期間Toの日付が遅い受検者情報から表示します。

職種名 職種名を表示します。

作業名 作業名を表示します。
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２－５．更新データ

項目 補足説明

更新データ
※ ファイル名は
「KoshinDataXXXXXXX
XXXXXXX.csv」

シリアル番号
項目名
更新前の値
更新後の値
更新日時

■ 出力する更新データ（⑨）は、CSV形式となり、項目は以下のとおりです。
（左から順番となっています。）

（続き）

■ 出力する受検者データ（⑧）は、 「２－２．試験実施機関 メイン画面」をご参照ください。
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「個別レコード検索」をクリックすると、個別レコード検索画面に移動します。

①

２－６．個別レコード検索

③ ④
■画面説明

①注意事項を表示します。
②表示する受検者を以下の条件で検索が可能です。

②

申請の種別 申請の種別（新規、再受検）を指定。完全一致。

ステータス ステータス（承認済み、完了）を指定。完全一致。

国籍 国籍を指定。完全一致。

氏名 氏名を指定。部分一致。

入国日(From～To) 以下の範囲を満たす場合に該当するものとなります。
１．（Fromのみ入力の場合）Fromに指定された日付以後である
２．（Toのみ入力の場合）Toに指定された日付以前である
３．（From、Toの両方入力の場合）From～Toの期間内である
※不正な日付を指定した場合は、エラー表示となります。
※From＞Toの場合、FromとToを入れ替えて絞り込みます。
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（続き）

２－６．個別レコード検索

■画面説明
②表示する受検者を以下の条件で絞り込みが可能です。（続き）

在留カード番号 在留カード番号を指定。部分一致。

計画認定番号 計画認定番号を指定。部分一致。

次号計画認定申請提出予定
地方事務所

次号計画認定申請提出予定地方事務所を指定。完全一致。

実習実施者名 実習実施者名を指定。部分一致。

職種名 職種名を指定。部分一致。

作業名 作業名を指定。部分一致。

受検申請情報登録日(From～To) 受検申請情報登録日（監理団体等が受検手続支援データをサイトに登録した
日）を指定。※条件は入国日と同じ

受検級 受検級を指定。完全一致。

受検予定地都道府県 受検予定地都道府県を指定。完全一致。

監理団体名 監理団体名を指定。部分一致。

受検希望期間(From～To) 受検希望期間を指定。※条件は入国日と同じ

合否（実技） 合否（実技）を指定。完全一致。

最終更新日(From～To) 最終更新日を指定。※条件は入国日と同じ

合否（学科） 合否（学科）を指定。完全一致。

在留期限日(From～To) 在留期限日を指定。※条件は入国日と同じ

受検日(From～To) 受検日を指定。
※条件は入国日と同じ。受検日と受検予備日のいずれも対象にする。

シリアル番号(From～To) シリアル番号を指定。左側の「0」は記載不要。

■操作
絞り込むための条件を入力し、④「検索」ボタンをクリックします。
条件をクリアする場合は③「クリア」ボタンをクリックします。

■注意事項
・取得可能なデータは、機構本部の承認後であり、かつ、自身の試験実施機関を「受検予定機関」として

選択している受検者情報です。
そのため、ステータスが「未承認」、「差し戻し」の受検者情報は参照できません。

・最大取得件数は3,000件であり、検索結果が3,000件を超える場合、エラーとなり表示できません。

ステータス 意味 取得可否

未承認 受検手続支援サイトに受検者情報が登録された 不可

差し戻し 受検者情報に不備等があるため、差し戻された 不可

承認済み
承認され、試験実施機関に取り次がれた
（試験実施機関が、当該受検者情報を閲覧可能となる。）。

可

完了
合否結果が入力された、または、実技・学科ともキャンセルされた 可

■画面説明
③クリアボタンをクリックすると、検索条件に入力された値がクリアされます。
④検索ボタンをクリックすると、検索が実行され、検索結果画面に条件に合致する受検データが表示されます。



①

（続き）
検索結果から受検者情報を参照します。

２－６．個別レコード検索

■画面説明
①検索結果一覧（または絞り込み結果一覧）が表示されます。
②表示の順番を選択できます。
③１ページあたりの表示件数を10件、20件、50件から選択できます。
④表示ボタンをクリックすると、選択した②ソート順、③表示件数の設定を実行します。
⑤チェックボックスにチェックをした受検者のデータを取得します。

受検者データにより合否一括登録が可能です（詳しくは、２－４．「合否等登録（一括登録）」参照）。

■受検者情報（①）の項目説明（左の項目から順番となっています。）

③ ④

⑤

チェックボックス 「受検者データ取得」を行う際に使用します。

シリアル番号 シリアル番号を表示します。シリアル番号は監理団体等が受検者情報を新規登録した際
に付与されます。

種別 種別（新規、再受検）を表示します。

種別、計画認定番号ともに同じ受検者情報が登録されている場合、後から登録した受検者
情報の種別の前に「※」が表示されます。

再受検申請で記載の計画認定番号と、記載の「新規シリアル番号」で登録済みの計画認定
番号が一致しない場合、種別の前に「☆」が表示されます。

ステータス ステータス（承認済み、完了）を表示します。

申請情報取次ぎ日 申請情報取次ぎ日（機構が受検者情報を承認した日）を表示します。

最終更新日 最終更新日を表示します。

在留期限日 在留期限日を表示します。（「在留期限日更新手続き中」である場合、在留期限日の右に
赤いチェックマークが表示されます。）

受検希望期間 受検希望期間を表示します。（事前に試験実施機関と受検日を調整している場合、受検
希望期間の右に赤いチェックマークが表示されます。）

受検日 受検日を表示します。

受検日(予備) 受検日(予備)を表示します。

実技合否 実技合否を表示します。 ※「否」は黄色背景に赤字表示となります。

学科合否 学科合否を表示します。 ※「否」は黄色背景に赤字表示となります。

受検級 受検級を表示します。

都道府県 受検予定の都道府県を表示します。

監理団体名 監理団体名を表示します。

実習実施者名 実習実施者名を表示します。

職種名 職種名を表示します。

作業名 作業名を表示します。

②
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（続き）
検索結果について、表示する受検者を以下の条件で絞り込みが可能です。

初期表示では、絞り込み機能の各項目は、非表示となってますので、絞り込みを行う場合には、「絞り込み」の横の□の
チェックを外して表示のうえ、使用してください。

２－６．個別レコード検索

■画面説明
⑥表示する受検者を以下の条件で絞り込みが可能です。

申請の種別 申請の種別（新規、再受検）を指定。完全一致。

ステータス ステータス（承認済み、完了）を指定。完全一致。
「キャンセルを除く」にチェックするとキャンセル登録された受検者は非表示となる。
※試験実施機関については、未承認、差し戻しの受検者情報はございません。

承認済みまたは完了で絞り込みを行います。

在留期限日 在留期限日を指定。年月日各々完全一致。

監理団体名 監理団体名を指定。部分一致。

実習実施者名 実習実施者名を指定。部分一致。

受検予定地都道府県 受検予定地都道府県を指定。完全一致。

職種名 職種名を指定。部分一致。

作業名 作業名を指定。部分一致。

受検級 受検級を指定。完全一致。

受検希望期間(From～To) 以下の範囲を満たす場合に該当するものとなります。
１．（Fromのみ入力の場合）Fromに指定された日付以後である
２．（Toのみ入力の場合）Toに指定された日付以前である
３．（From、Toの両方入力の場合）From～Toの期間内である
※不正な日付を指定した場合は、エラー表示となります。
※From＞Toの場合、FromとToを入れ替えて絞り込みます。

合否（実技） 合否（実技）を指定（合、否、キャンセル）。完全一致。

受検日(From～To) 受検日を指定。
※条件は受検希望期間と同じ。受検日と受検日予備のいずれも対象にする。

合否（学科） 合否（学科）を指定（合、否、キャンセル）。完全一致。

最終更新日(From～To) 最終更新日を指定。
※条件は受検希望期間と同じ。

シリアル番号(From～To) シリアル番号を指定。左側の「0」は記載不要。

⑥


