
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※MyJLPT はいつでも登録できます。受験申込みは申込受付期間中のみ登録・変更できます。 

 

 

A-1. 受験申込者情報作成・登録 

 

A-2. 顔写真登録 

 

B-1. 団体代表者による「団体確認キー」登録 

 

 

A・B 共通-3. 団体代表者による取りまとめ 

A・B 共通-4. 団体代表者による登録済情報確認 

◆ 団体申込みの流れ ◆ 

A・B 共通-1.  MyJLPT 登録【団体代表者】 

A・B 共通-2. 受験申込登録方法の選択 

◆団体に属する個人による手続き 

B-2. MyJLPT 登録【個人】 

 

B-3. 受験申込者情報入力・登録 

個
人
へ
提
示 
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日本語能力試験ポータルサイトトップページ(http://info.jees-jlpt.jp/) 

 

※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

①「受験申込みの流れ」と

「MyJLPT について」をよく

読んでください。 

④MyJLPT を取得したら、ここ

からログインをして団体申込み

手続きをしてください。 

③MｙJLPT ID を取得していな

い人は MyJLPT ID を取得して

ください。（取得方法について

は①MyJLPT ID の取得につい

て【別ファイル】参照） 
 

②「試験実施案内」で試験の

日程を確認してください。 

http://info.jees-jlpt.jp/
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B. 個人申込み集約方式 

B-1. 団体代表者による「団体確認キー」登録 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

団体確認キーを設定してください。 

団体確認キーは任意の半角英数字になり

ます。 

団体確認キーの設定が済んだら、団体代表者

は「団体確認キー」と「団体コード」を団体

に所属する個人に知らせてください。 

個人で申込者情報を登録するときに必要に

なります。→次ページへ 

団体確認キーを入力したら「確認する」

をクリックしてください。 

※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 
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B-2. MyJLPT 登録【個人】（仮登録画面の入力） 

 

 

※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

このステップで手続きをしてください。 

ここに入力した郵便番号に対応

する住所が下に表示されます。 

住所を選択して下の決定ボタンを

押してください。 

※は入力必須項目です。 

メールアドレスは間違いのないように

入力してください。 
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B-2. MyJLPT 登録【個人】（仮登録完了・本登録用メール送信） 

 

 

 

 

 

MyJLPT 仮登録画面で登録したアドレス

にメールが送信されます。メールの中にあ

る URL をクリックしてください。 

MyJLPT 本登録画面→次ページ 

MyJLPT 本登録用

メール送信 

※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

ここをクリックしてしてください。 

MyJLPT 本登録画面→次ページ 
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B-2. MyJLPT 登録【個人】（本登録・MyJLPT ID の取得） 

 

 
 

 

 

 ※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

MyJLPT 仮登録画面（P.3）で登録した

パスワードを入力して下の「送信する」

ボタンをクリックしてください。 

MyJLPT 本登録完了

メール送信 

MyJLPT 仮登録画面で登録し

たアドレスにメールが送信さ

れます。メールには MyJLPT 
ID が書いてあるので、メール

を保存するか、メモをして忘れ

ないようにしてください。 
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B-3. 受験申込者情報作成・登録（ログイン、「団体コード」・「団体確認キー」入力）  

 

                           

   
 

 

 

 

 

 

 

 ※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

個人で申込者情報を入力して、団体申込みをする場合は、

「団体で申し込む」をクリックしてください。 

※クリックすると、「受験申込上の注意」と「個人情報の

取り扱いについて」の同意画面になります。これらをよく

読んで同意してください。 

事前に団体代表者から提示された

「団体コード」と「団体確認キー」

を入力してください。 
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B-3. 受験申込者情報作成・登録（申込者情報入力・申込受付番号付与） 

   
 

 

 ※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

ここに所属する団体コードと団体名が

表示されます。 

申込者情報を正しく入力し、

登録してください。 

※は必ず入力してください。 

顔写真を登録してください。 

入力した申込者情報を確認し、間違いが

ある場合は「申込者情報を変更する」を

クリックして、変更してください。 

受験票等は、団体代表者住所に送りますが、 

「受験者の住所から近い試験会場」で受験したい

場合は、受験者の郵便番号を入力してください。 

団体代表者住所から近い試験会場で受験したい場

合は、何も入力しないでください。 

入力した申込者情報を確認し、間違いがなけ

れば「申し込む」をクリックしてください。

申込受付番号が付与されるので、忘れないよ

うにメモを取っておいてください。 
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A・B 共通-3. 団体代表者による取りまとめ 

 
 

 

 
※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

ここをクリックして受験申込みの手続きをします。

→次ページへ 
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A・B 共通-3. 団体代表者による取りまとめ（申込者承認） 

 
 ※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

名前をクリックすると申込者の登録情報を

確認することができます。 

削除ボタンを押すと申込者を削除すること

ができます。 

※一度削除すると復活できませんので、再

登録が必要になります。 

団体に所属していない人が登録してい

た場合、または受験申込みをキャンセル

する場合は「承認不可」をクリックして

ください。 

「承認不可」をクリックせずに受験申込

みに進んだ場合、個人の申込みを受け付

けたことになります。 

団体代表者による登録か個人による

登録かがここで確認できます。 

登録内容を確認して間違いがなければ、

こちらをクリックしてください。「受験

申込上の注意」と「個人情報の取り扱い

について」の同意画面になります。これ

らをよく読んで同意してから受験申込

みに進んでください。→次ページへ 
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A・B 共通-3. 団体代表者による取りまとめ（申込者情報確認） 

 
 

 

申込者情報に間違いがあった場合はこちらをク

リックしてください。→P.8 の STEP2 へ 

申込者情報を確認してくだ

さい。申込者情報に間違いが

あった場合、ここでは変更が

できません。 

上の「受験申込み」をクリッ

クして P.8 の STEP2 から登

録しなおしてください。 

申込者情報を確認して、間違い

がなければ、「送り先を入力す

る」をクリックしてください。

→次ページへ 

※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 
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A・B 共通-3. 団体代表者による取りまとめ（送り先入力） 

 
 ※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

登録内容を確認したら、「受験料を支払う」

をクリックしてください。→次ページへ 

MyJLPT で登録した住所・氏名等が入力されています。 

変更がある場合は変更内容を入力してください。 

※ここで変更した情報は MyJLPT 登録情報には反映さ

れません。 
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A・B 共通-3. 団体代表者による取りまとめ（受験料支払方法選択・内容確認） 

   ※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 
 

 
 
 
 
 

合計金額や人数に間違いがないかを確認して、 

受験料は必ず一括でお支払ください。 

分割して支払うことはできません。 

団体申込みの場合、支払方法は銀行振込

（ペイジー）のみになります。 

お支払いをする方の名前を入力してこの

ボタンをクリックしてください。 

 

こちらをクリックするとペイジーについて

詳しい情報を確認できます。 

支払方法は団体申込みの場合は銀行

振込（ペイジー）のみです。 

ここをクリックしてもその他の支払

方法は選択できません。 

上の情報に間違いがなければ、

「申し込む」をクリックしてく

ださい。→次ページへ 

現金での支払いを選択した場合は 10 万円ごと、

キャッシュカード等での支払いを選択した場合

は 50 万円ごとに支払番号が付与されます。 
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A・B 共通-3. 団体代表者による取りまとめ（申込み完了・支払番号のお知らせ） 

 
 

※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

「支払番号・確認番号」と「お客様番号」は受

験料支払いの際に必要な番号です。忘れないよ

うにメモをとっておくか、このページを印刷し

ておいてください。 

番号を忘れた場合は、もう一度受験申込みをし

てください。 

「お支払い期限」までに受験料を支払ってくださ

い。「お支払い期限」を過ぎた場合は、もう一度受

験申込みをしてください。 



14 
 

A・B 共通-4. 団体代表者による登録済情報確認（支払状況・送り先） 

   

※登録済の情報が変更できるのは申込受付期間中のみです。 

※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

「送り先を変更する」をクリックすると

■送り先の枠内の情報を変更することが

できます。 

支払状況が表示されます。ただし、お支払いが済んでも

画面が変わるまでには時間がかかることがあります。 

ここをクリックするとこの

画面になります。 

「申込者情報の編集可能期限」

が表示されます。 

この期限を過ぎると変更はでき

ません。 

「問い合わせ NO」をクリックすると登

録した情報が表示されます。 
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A・B 共通-4. 団体代表者による登録済情報確認（申込者情報一覧・個別申込者情報） 

   

 

※登録済の情報が変更できるのは申込受付期間中のみです。 

 

※画面のデザインや表示内容は変更される場合があります。 

「氏名」をクリックすると受験申込者

の情報を変更することができます。 

受験票発送後に受験番号が表示されます。 

「お支払い期限」は必ず守ってください。 

ここをクリックして申込者情報を

変更することができます。 


