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インターネット申請マニュアル

◆ 機械保全技能検定試験

●団体申請方法を確認される方⇒1～5ページ
○個人（団体内個人）申請方法を確認される方⇒6～15ページ
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◆ 団体申請の前に

＜注意点＞
■1つの団体内に「インターネット申請」と「郵送（紙）申請」の受検者を混在させることはできません。申請方法別に
団体マイページを作成してください。申請の途中から申請方法の変更はできません。

■郵送（紙）申請の場合は申し込み状況の団体マイページ反映までしばらく時間がかかります。
申請書到着確認や受付完了のご連絡は受検サポートセンターではおこなっておりません。
簡易書留で郵送いただき、郵便追跡サービスで配送状況をご確認ください。

■団体一括請求（請求書）での支払いの場合、団体マイページごとに請求書を作成します。請求書の分割対応は
おこなっておりませんので、必要な場合は団体マイページを分割数分作成し、受検申請をお願いいたします。
請求書は団体マイページからダウンロードしてください。

■受検案内をよく読み、お申し込みをお願いいたします。
申請後の変更やキャンセルは受付いたしかねます。

受検案内【 https://www.kikaihozenshi.jp/ 】
※公式サイト掲載先：［国家検定機械保全技能検定公式サイト］トップページ

https://www.kikaihozenshi.jp/
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◆ 団体申請手順
・団体で申請の場合は、下記の手順に従って受検申請を行ってください。
※画像はイメージとなります。一部変更されている場合などがございます。

公式サイトにアクセスし、
「団体責任者の方はこちら」を選択します。

【公式サイト】
https://www.kikaihozenshi.jp/

【機械保全技能検定公式サイト】

【申込種別選択画面】

初めて申請する場合には「新規登録の方」
を、以前団体マイページを作成したことの
ある方は「登録済みの方」を選択してくだ
さい。

1

2

3

ID・パスワードを入力し、ログイン後の
画面へ進んでください。

登録用のメールアドレスを入力
⇒事前登録完了メールのURLをクリック

団体情報の入力を完了させる

団体の情報を入力してください。
同じメールアドレスで複数のアカウントを
作成できます。（ID・パスワードは別のも
のを設定してください）

1

http://www.kikaihozenshi.jp/
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【決済方法と各種送付先の登録画面】

※団体一括請求（請求書）による支払いの場合、団体マイページごとに請求書を作成します。請求書の分割
対応はおこなっておりませんので、必要な場合は団体マイページを分割数分作成し、受検申請をお願いいた
します。

4 必須項目の入力と選択を行い、決済方法と各種送付先の登録を行ってください。

決済方法と各種送付先の登録設定後の画面へ進んでください。

A）申込方法「インターネットから受検申請」を選んだ場合 ⇒ 4ページ（6-1）へ
B）申込方法「郵送（紙）での受検申請」を選んだ場合 ⇒ 5ページ（6-2）へ

5

人数は予定数で構いません
（人数変更が生じても受検サポートセンターへ連絡は不要です）
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E+数字7ケタの番号

◆申請の流れ
①団体申請コードの確認 ※1

②申請者へ①の団体申請コードを伝える
③申請者は団体内受検者マイページへログイン時に団体申請コードを入力
▽団体内受検者マイページログイン
https://www.cbtsol.com/kikaihozen/home/select/group/

④申請者マイページでの申請を進める
※申請者向けの詳細な手順は、6ページ以降をご参照ください。

※1：必ず今開催で発行されたものを使用してください。『[機械保全技能検定 受検サポートセンター]
登録完了のお知らせ』メールにもコードを記載しています。

【団体マイページトップ画面】※団体によって表示が一部異なります。

受検者の申し込み状況は「お申し込み内容の照会」タブから確認ができます。

申込方法「インターネットから受検申請」を選んだ場合6-1



受検申請マニュアル

5

申込方法「郵送（紙）での受検申請」を選んだ場合6-2

【団体マイページトップ画面】※団体によって表示が一部異なります。

◆申請の流れ
①団体申請コードの確認 ※1

②各書類のPDFをダウンロードする
③各書類に①で確認した団体申請コードを記入する
④申請者は申請書を記入、団体責任者は団体とりまとめ票を記入
⑤期日までに郵送 ※2

※1：必ず今開催で発行されたものを使用してください。『[機械保全技能検定 受検サポートセンター]
登録完了のお知らせ』メールにもコードを記載しています。
※2：紙申請の場合は申し込み状況のマイページ反映までしばらく時間がかかります。申請書到着確認
や受付完了のご連絡は受検サポートセンターではおこなっておりません。

E+数字7ケタの番号
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◆ 個人（団体内個人）申請の前に
＜注意点＞
■スマートフォンからの申請が可能です。

■インターネット申請における本人確認書類の提出は写真のアップロードになります。
⇒申請前にスマートフォンで本人確認書類の写真を撮影し（JPGファイル）、端末内に保
存しておくことをおすすめいたします。

■本人確認書類として認められる証明書類の例は下記の通りです。
①運転免許証
②健康保険証
③生徒手帳、学生証（氏名、生年月日が記載されていること）
※上記の証明書類でも氏名および生年月日が確認できないものは、認められません
※①～③以外の証明書類の場合は、受検サポートセンターまでお問合せください

■団体内個人申請の場合、「団体申請コード」が申請時に必要となります。
わからない場合には団体担当者へお問い合わせください。

■受検案内をよく読み、お申し込みをお願いいたします。
申請後の変更やキャンセルは受付いたしかねます。

受検案内【 https://www.kikaihozenshi.jp/ 】
※公式サイト掲載先：［国家検定 機械保全技能検定公式サイト］トップページ

https://www.kikaihozenshi.jp/
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◆個人（団体内個人）申請手順
・個人（団体内個人）申請の場合は、下記の手順に従って受検申込を行ってください。
※画像はイメージとなります。一部変更されている場合などがございます。

公式サイトにアクセスを行い、
「個人受検者の方はこちら」もしくは「団体受
検者の方はこちら」を選択します。
※団体内個人申請の場合は「団体受検者の
方はこちら」を選択してください。

初めて申請する場合には「新規登録の方」を、
以前団体用マイページを作成したことのある方
は「登録済みの方」を選択してください。

1

1

2

3 ID・パスワードを入力し（団体内
個人申請の方は団体申請コードも入
力）ログイン後の画面へ進んでくだ
さい。

登録用のメールアドレスを入力
⇒事前登録完了メールのURLをクリック

＜申請を始める前にチェックしてください＞
□ PCやスマートフォンの端末内に本人確認書類の画像(JPGファイル)が保存されている
□【団体内個人申請の場合】団体申請コード（E+数字７ケタ）を把握している

基本情報の入力を完了させる

【公式サイトURL】https://www.kikaihozenshi.jp/

3級申込方法はP8へ
特級・1級・2級申込方法はP11へ

http://www.kikaihozenshi.jp/
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4

6

級の選択をしてください。

5 作業・区分の選択をしてください。
※表示の⾦額は、受検者情報登録の情報(⽣
年⽉日)をもとに減免適用後の受検手数料が
表示されます
→減免⾦額の適用有無に誤りがある場合は、
受検者情報登録の⽣年⽉日に誤りがある可能
性があります。
訂正が必要な場合は申請前に、受検サポート
センターへご連絡ください。

登録内容の確認を再度行ってください。
住所・メールアドレスに変更のある場合はこの
画面で最新の情報に変更してください。
※登録の住所は「自宅住所」である必要があ
ります。会社等の住所は登録できませんので
ご注意ください。

3級
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7 本人確認書類の画像をアップロードします。

「ファイルを選択」ボタンを押下し、アップロードするファ
イルを選択してください。

＜注意点＞
・JPGファイルでのアップロードのみ対応しています。
・本人確認書類の裏面に姓の変更等の記述がある
場合には裏面も必ずアップロードしてください。
・団体責任者が代理で申請する場合には、別人の
本人確認書類をアップロードしないようご注意ください。

7

8

8 本人確認書類全体がはっきり見えるかどうか確
認してください。
不備がある場合には申請を不受理とする場合
があります。
※顔写真のみは不備となります。該当の本人確認書類に
ついては受検案内P17をご参照ください。

9
9

「アップロードする」ボタンを押下してください。

＜参考＞スマートフォン画面

操作は上記⑦～⑨と同様
です。

3級
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学生の方のみ

希望受検地を選択してください。
電気系保全作業以外は学科と実技の受検
地を別に選ぶことはできません。

※学科・実技のみ受検で、免除付き申
請をされる受検者様については、15
ページをご確認ください。

申し込み内容の最終確認をしてください。
決済後の受検級や区分の変更はできません。
確認後、「同意する」にチェックし次へ進んでく
ださい。

団体内受検申請で団体の支払い方法が「一
括支払い」を選択されている場合は、ここで申
し込み完了となります。、メールが送信されてい
ますので必ず確認してください。

10

11

学校情報を入力してください。

3級
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4

6

級の選択をしてください。

5 作業・区分の選択をしてください。

※表示の⾦額は、受検者情報登録の情報
(生年月日)をもとに減免適用後の受検手数
料が表示されます
→減免⾦額の適用有無に誤りがある場合は、
受検者情報登録の生年月日に誤りがある可
能性があります。
訂正が必要な場合は申請前に、受検サポー
トセンターへご連絡ください。

登録内容の確認を再度行ってください。
住所・メールアドレスに変更のある場合は
この画面で最新の情報に変更してください。

※登録の住所は「自宅住所」である必要が
あります。会社等の住所は登録できません
のでご注意ください。

特級・1級・2級
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7 本人確認書類の画像をアップロードします。

「ファイルを選択」ボタンを押下し、アップロードするファ
イルを選択してください。

＜注意点＞
・JPGファイルでのアップロードのみ対応しています。
・本人確認書類の裏面に姓の変更等の記述がある
場合には裏面も必ずアップロードしてください。
・団体責任者が代理で申請する場合には、別人の
本人確認書類をアップロードしないようご注意ください。

7

8

8 本人確認書類全体がはっきり見えるかどうか確
認してください。
不備がある場合には申請を不受理とする場合
があります。
※顔写真のみは不備となります。該当の本人確認書類に
ついては受検案内P17をご参照ください。

9
9

「アップロードする」ボタンを押下してください。

＜参考＞スマートフォン画面

操作は上記⑦～⑨と同様
です。

特級・1級・2級



受検申請マニュアル

13

10 実務経験年数、受検資格区分、No.を選択
してください。

受検資格はこちらからも確認できます。
【受検資格判定】
https://www.kikaihozenshi.jp/check/
※公式サイト掲載先：［国家検定 機械保全技
能検定公式サイト］-［受検資格判定］

受検資格の詳細内容を入力・選択してくだ
さい。
※画像は受検資格No.A-1を選択した時の
ものです。
※学科・実技のみ受検で、免除付き申請を
される受検者様については、15ページを
ご確認ください。

受検地を選択してください。
電気系以外は学科と実技の受検地を別に選
ぶことはできません。

申し込み内容の最終確認をしてください。
決済後の受検級や区分の変更はできません。
確認後、「同意する」にチェックし次へ進
んでください。

団体内受検で団体の支払い方法が「一括支
払い」を選択されている場合にはここで申
し込み完了となります。送信されている
メールを確認してください。

11

12

13

特級・1級・2級

次のページから全ての等級で
同じ画面遷移になります。

http://www.kikaihozenshi.jp/check/
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受検手数料の決済方法を選択してください。
※画像はコンビニ決済を選択した場合のもの
です。

申し込み完了です。メールが送信されていま
すので、必ず確認してください。

※コンビニ支払いの方は、メールの案内に従
い支払いを行ってください。（払込票は郵送
では届きません）
支払いが行われない場合自動的にキャンセル
となります。

12

13

申込状況の確認は、個人マイページ上部にある「各種履歴」⇒「お申込み内容の照会」から確認が可能です。受
検地は照会ページから申込期間中に1度のみ変更することができます。
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『④申込情報登録』時に黄色の枠内に免除とな
る該当の「合格通知番号」もしくは「技能士番
号」、1級2級のみJTEXの受講番号を入力くださ
い。

※入力がない場合でも申請は進めることは可能
です。

◆免除付受検申請について（学科のみ、実技のみをご選択される方）

下記の方は免除付受検申請を行ってください。免除付き申請を行うと今回の試験で一部合格すると、合格証書が交付されます。
※免除付受検申請をしない場合、一部合格しても合格証書は交付されません。
また、免除付受検申請をしても結果通知書に技能士番号の記載がない場合（申請内容に不備があった等）は
合格証書交付申請が必要です

（1）平成27年度以降の試験で技能士合格または一部合格した方
（2）平成27年度以降に合格証書交付申請で技能士合格した方
→受検申請書の必要項目に技能士番号または合格通知番号を記入してください。
技能士番号または合格通知番号が不明の方は下記のサイトで番号を検索できます。
（3）JTEXで2017年度以降に職業訓練短期課程機械保全コースを修了（合格）した方 ※１級,２級のみ
→受検申請書の必要項目にJTEXの受講番号を記入してください。

技能士番号または合格通知番号が不明の方は下記のサイトで番号を検索できます。
https://www.cbtsol.com/kikaihozen/result/

学科のみをご選択された場合

実技のみをご選択された場合

1級、2級の場合はJTEXの受講番号入力欄もございます



【受検申請に関するお問い合わせ先】
機械保全技能検定 受検サポートセンター
TEL：03-5209-0553（平日10：00～17：00）
お問合せフォーム：https://www.kikaihozenshi.jp/contact/


