受験者 ID とは
「受験者 ID」は、MOS、MCE、IC3、VBA エキスパート、アドビ認定プロフェッショナル、App
Development with Swift、IT Specialist を受験するときに使用して、受験者の個人情報と試験結果を
管理できます。このマニュアルでは、MOS、MSFUND、MCE を受験する方に、受験者 ID の登録と、
Microsoft 認定プログラムの登録を説明します。
※ MSFUND は、Microsoft Certified Fundamentals（マイクロソフト認定資格）の略称です。

受験者 ID 登録の流れ
１.受験者 ID の登録（全試験共通）
⇒1～4 ページ

２.資格認定プログラムの登録
受験者 ID を登録した後に、受験する試験の主催団体へ情報を登録する必要があります。
試験ごとに登録手順が異なりますので、受験する試験の登録方法手順を確認してください。
※資格認定プログラムの登録は、受験する試験だけで結構です。

MOS、MSFUND、MCE を受験する場合
［Microsoft］に登録
⇒5～7 ページ
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受験者 ID の登録（全試験共通）

1. 受験者 ID の登録（全試験共通）
1.1. ［Certiport へようこそ］ページ
1.

受験者登録ページにアクセスして［受験者 ID を登録する］
1
ボタンをクリックします。
https://www.odyssey-com.co.jp/id/id_touroku.html

2.

［言語の選択］が"Japanese"、
［受験する
国］が"Japan"になっていることを確認し
ます。

2

※ 日本で受験する場合は必ず"Japan"にしてく

3

ださい。

3.

4.

[Certiport プライバシーポリシー]に掲
載してあるプライバシーポリシーを確認
し、□をクリックして同意のチェックを入
れます。

4

［私はロボットではありません］の□にチ
ェックを入れます。
※ 画像認証が表示された場合は、指定されたタ

5

イルを選んで［確認］ボタンを押してください。
選択するタイルがわからない場合は［スキップ］をクリックして次の画像をお試しください。

5.

［次へ］ボタンをクリックします。

1.2. ［受験者 ID の登録］ページ
6.

［姓］と［名］に漢字で氏名を入力します。
※［ミドルネーム］は、外国籍の方などミドルネームを

6

お持ちの方以外は入力しないでください。

7

※［名、姓の順に表示］は、チェックを入れる必要はあ

8

りません。

7.

漢字入力欄の下に認定証へ印刷される名前が表
示されます。
※ 漢字の名前はあとから変更できませんので、間違い

9
10

がないことを必ず確認してください。

8.

生年月日の［年］
［月］
［日］をそれぞれのリストから選択します。
※ 受験者 ID の確認やパスワードを再設定する際に必要な情報です。正確に登録してください。

9.

任意の受験者 ID を半角英数字 6 文字以上 130 文字以下で入力します。
※ スペースや特殊文字は入力できません。メールアドレスに使われている＠の記号は使用できます。
※ 受験者 ID をすでにほかの方が使用している場合、エラーが表示されます。

10. 任意のパスワードを半角英数字 8 文字以上 25 文字以下で入力し、確認のために同じパスワードを
再入力します。
※ 受験者 ID と同じ文字列は登録できません。
※ スペースや特殊文字は入力できません。また、大文字/小文字を区別します。
株式会社オデッセイコミュニケーションズ
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受験者 ID の登録（全試験共通）
注意 1

「受験者 ID」と「パスワード」は第三者から推測されにくいものを登録してください。

注意 2

「受験者 ID」と「パスワード」は試験当日に使用します。

11. ［秘密の質問と答え］2 種類を、全角 30 文字以
内、または半角 60 文字以内で入力します。
※ 受験者 ID の確認やパスワードを再設定する際に必要

11

な情報です。

12. ［次へ］ボタンをクリックします。

12

1.3. ［個人情報］ページ
13. 有効なメールアドレスを入力します。
※ メールアドレスを持っていない場合は outlook.com
や Gmail などのフリーメールアドレスを取得してから登

13

録してください。
※ 携帯電話のメールアドレスはメールが文字化けした
り受信できないことがあったりするため推奨していませ
ん。ただし、ほかのメールアドレスをお持ちでない場合
は登録することが可能です。

14. 半角ローマ字で氏名を入力します。
※ 名前と名字の間には、半角スペースを入れてください。
入力例）Taro Yamada

15. 郵便番号と住所（漢字）を入力します。

14

※ 英数字は半角で入力してください。

15
16. 登録した住所に認定証を郵送する場合は［次へ］
ボタンをクリックします。

16
17. 登録した住所以外へ認定証の郵送を希望する場
合は［別の郵送先を指定する］にチェックを入れ
ます。表示された欄に氏名（ローマ字）と住所（漢
字）を入力します。

17

※ 英数字は半角で入力してください。

17

※ 学校や勤務先の住所を指定する場合は、必ず学校名や
勤務先を［建物名］欄に入力してください。

18. ［次へ］ボタンをクリックします。

18
注意！

郵送先住所に入力した「氏名（ローマ字）」は、郵送する MOS 認定証に印刷されます。「氏
名（ローマ字）
」には必ずご自身のお名前をローマ字でご入力ください。
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受験者 ID の登録（全試験共通）

1.4. ［その他の登録情報］ページ
19. 該当する項目を選択します。
※ 選択する内容により、詳細情報を選択するリストが

19

表示されます。

20. ［登録］ボタンをクリックします。

20

21. ［試験または試験の準備］にチェックを入れま
す。

21

22. ［次へ］ボタンをクリックします。

22

1.5. ［試験の登録］ページ
23.

受験する試験ごとに資格認定プログラムの登録をします。
MOS やマイクロソフト認定資格を受験
する方は
「Microsoft」
の登録が必要です。
（次ページへ）

※ ［Certiport］は自動的に「登録済み」になりま
す。

23

注意 1

受験する試験の資格認定プログラムの登録が必要になります。引き続き次ページの「2.資格
認定プログラムの登録」をご覧ください。

注意 2

受験者 ID 登録完了後に、件名『
【重要】Certiport 受験者 ID 登録完了のお知らせ』が、登
録したメールアドレスに送信されます。メールには受験者 ID が記載されています。
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資格認定プログラムの登録（MOS、マイクロソフト認定資格を受験する方）

2. 資格認定プログラムの登録
2.1. Microsoft プログラム登録情報の登録（MOS やマイクロソフト認定資格を受験する方）
MOS やマイクロソフト認定資格を受験するにあたり、試験主催団体である Microsoft へ情報を登録し
ます。
1.

［試験の登録］ページで、[Microsoft]の右側に
ある［登録する］ボタンをクリックします。

1

2.

［Microsoft プログラム登録情報］ページが
表示されたら、右側と左側の一部に入力され
た情報を確認します。
※ 左側に［電子メールアドレス］
［国］
、右側に［姓］

2

［名］
［国］
［住所］が表示されます。

3

3.

左側の「英字入力欄」の必須項目を追加入力します。
［名］
［姓］
［郵便番号］
［都道府県］
［市区町村・番地］を
英数字で入力してください。

3

住所入力例
（東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京マンション 101 号室 の場合）
1000005
Tokyo
ChiyodakuMarunouchi3-3-1
ShinTokyoMansion101
※入力部分を細かい点線で囲んでいます
います

注意 1

半角英数字以外は入力できません。漢字やひらがなを入力しないでください。ハイフンも半
角で入力してください。

注意 2

「入力が無効です。値が入力されていない、または入力された値が無効です。」とエラーメ
ッセージが表示される場合は、全角文字や全角スペースが入力されていたり、メールアドレ
スの入力が誤っていたりする可能性があります。入力内容を再度ご確認ください。
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資格認定プログラムの登録（MOS、マイクロソフト認定資格を受験する方）
4.

［Microsoft 秘密保持契約およびユ
ーザーライセンス契約］をクリック
します。

4

5.

6.

7.

［秘密保持契約およびエンドユーザーライセンス
契約への同意］画面が表示されます。
内容を確認して［同意します］ボタンをクリック
します。

5

「Microsoft プログラム登録情報」
ペ
ージに戻ります。
［秘密保持契約およびユーザーライ
センス契約の同意状況］が「同意済
み」へ変わったことを確認します。

6

画面下部の［登録］ボタンをクリックします。

7
8.

［試験の登録］ページに戻ります。
［Microsoft］の右側が「登録済み」
と表示されていることを確認します。

8

※ 誤って、受験しない試験の資格認定プ
ログラムに登録しても問題はありません。

9.

画面下の［次へ］ボタンをクリックします。

9

2.2. ［登録完了］ページ
10. 登録完了画面が表示されたら［終了］ボタンをク
リックします。

10
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資格認定プログラムの登録（MOS、マイクロソフト認定資格を受験する方）
11. デジタル認定証ページが表示され
ます。

14
12

12. Microsoft の登録が完了すると［お
知らせ］にメッセージの受信件数が
表示されます。

13

13. ［メッセージを読む］をクリックして件名の［本
文の表示］をクリックすると、お知らせの内容
を確認できます。
お知らせの画面を終了するには、
［終了］ボタン
をクリックします。

13

14. 画面右上の［ログオフ］ボタンをクリックして、画面を閉じます。

注意 1

以下 2 件のメールは登録メールアドレスにもメールが送信されます。
 件名『
【重要】Certiport 受験者 ID 登録完了のお知らせ』
 件名『マイクロソフト認定資格への第一歩、おめでとうございます。
』

注意 2

件名『
【重要】Certiport 受験者 ID 登録完了のお知らせ』には、登録した受験者 ID が記載
されています。メールが届かない場合は、この画面から本文の内容を表示して、印刷したも
のを保管することをお勧めします。この画面でお知らせを閲覧できるのはメールが配信され
てから 90 日間です。
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