
マイクロソフト認定資格試験
受験予約の進め方

～ MCP (MBS 含む) / MTA プログラム～

1

ファイル公開: 2015 年 4 月 7 日



マイクロソフト認定資格試験一覧 ページ
https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/exam-list.aspx

本、認定資格試験一覧ページは、試験番号順に掲載しています。
「70」で始まる試験は MCP 試験、「74」で始まる試験はコンピテンシー要件向け MCP 試験、「98」で始まる試験は MTA 試
験、「MB」で始まる試験は Dynamics関連 試験となっています。
ページをスクロールして受験希望の試験をお探しいただき、試験名をクリックして詳細ページに移動してください。
ここでは例として、70-246 試験をクリックします。

クリック
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試験 70-246 ページ
https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/exam-70-246.aspx

ページの内容を確認いただき、受験予約を進めたい場合は、オレンジ色の枠をクリックしてください。

※ 試験タイトルが英語表記になっている場合でも、受験時の言語で日本語選択する事が可能です。
※ ただし、試験ページの言語欄で「日本語」と表示されている場合に限ります。

クリック

3



Microsoft アカウントへのサインイン ページ

Microsoft アカウントをお持ちの方は、赤枠の部分に「メールアドレス」と「パスワード」を入力の上、「Sign in (サイン イ
ン)」ボタンをクリックします。まだ Microsoft アカウントをお持ちでない方は、アカウントを新規取得してから進めます。

≫ Microsoft アカウント ホームページ (アカウントの新規取得の方はこちらへお進みください)

クリック

メールアドレス 入力

パスワード 入力

クリックし ✔ を表示
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http://www.microsoft.com/ja-jp/msaccount/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/msaccount/default.aspx


プロファイル作成画面 (Microsoft アカウントの登録とは別に、受験予約の為に必要)

Microsoft アカウントでサインインし、初めて受験予約に進める時にのみ表示される画面です。赤枠の部分に必要事項を入力し、
受験予約に必要なプロファイルを作成します。緑枠の部分は、ご希望に沿って ✔ を入れるか外すかしてください。

クリック

クリックし Japan を選択

データベース管理
開発者

わからない

インフラストラクチャ
のスペシャリストIT 一般

IT マネージャー
その他

IT 以外の役割

学生

事業分野別 (LOB) アプリケーション管理者

クリックし最適なものを選択

5

※ 既にプロファイルの登録を済ませ
ている場合は、本ファイルの 8 ペー
ジに進んでください。



試験の登録情報 ページ (1)

続
く

日本のピアソンVUE テストセンターで受験される場合の「本人確認書類 (有効な身分証明書)」
http://www.pearsonvue.com/Japan/FAQs/identification.html

赤枠の部分に必要事項を入力し、受験予約に必要な情報を入力してください。
緑枠の部分は、必要な際にご入力ください。
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試験の登録情報 ページ (2)

続
き

クリック

赤枠の部分に必要事項を入力し、受験予約に必要な情報を入力してください。
緑枠の部分は、必要な際にご入力ください。

クリックし Japanese を選択

Microsoft アカウントで使用しているメールアドレス

日本語で受験されたい場合、
こちらの欄では必ず
「Japanese」を選択します。
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試験登録の確認 ページ

表示されている内容は正しいですか？
もし表示内容に間違いがあれば、該当箇所にある (編集) をクリックし、正しい情報に更新して保存してください。
「送信」ボタンを押すと、受験予約の為に、ピアソンVUE テストセンターのサーバーに繋がります。

電話番号
メールアドレス

タイトルと氏名

住所

クリック

ここでは例として 70-246 試験を受験予約する流れで表示されています。
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受験予約に進む初めのページ

クリック

クリック
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言語の選択ページ

ご希望の言語 (例では「日本語」) を選択の上、「次へ」をクリックして進めます。

クリック
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試験の詳細ページ

受験希望の試験が正しく選択できている事、言語に間違いがない事を確認してから、「試験を予約する」ボタンをクリック。

クリック
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テストセンターの検索ページ

受験を希望される土地の名称を「半角アルファベット」で入力し検索ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。

ここでは例として、1番の「田町
テストセンター」を選択します。

選択後、「次へ」ボタンで進め
ます。

クリック
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受験予約の選択ページ

受験予約を入れたい希望日をクリックで選択すると、画面下方に試験開始時間が表示されます。

ここでは例として、
「11:00 午前」を選択します。
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ここでは例として、
「3 月 1 日」を選択します。



オーダーページ

このページでは、試験番号、言語、受験予約を入れた日時と、受験会場が正しいかを確認します。

クリック
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支払いページ、手順 1

受験されるご本人様の情報について、間違いがないか確認します。

クリック
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支払いページ、手順 2

ポリシーを必ず熟読いただき、同意いただける場合のみ、予約を進められます。

クリック
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支払いページ、手順 3: 支払い情報の入力ページ (1)

受験費用を支払い済みの場合、これから支払う場合、また、割引コードをお持ちの場合は、こちらのページで情報入力します。

支払い済みの受験バウチャーや、
割引用のコードをお持ちの場合
は、こちらの「＋」マークをク
リックして表示を展開させ、お
持ちのバウチャー・コードを入
力いただき、「適用」ボタンを
押下します。

半角英数で入力
支払い済みではない場合は、
クレジットカードでの支払いと
なりますので、こちらの欄で情
報の入力をしてください。

※半角英数での入力に限ります。
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続
き

支払いページ、手順 3: 支払い情報の入力ページ (2)

クリック

サインインされたアカウントに
由来する情報が自動入力されます。
必要に応じて修正してください。

赤い枠は、必須入力
緑の枠は、オプション入力
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支払い – 手順 4: 予約内容の確定ページ

クリック

希望する受験内容と支払い方法に間違い
がないか、こちらのページ内容をすべて
ご確認ください。

問題がなければ、「予約内容の確定」
ボタンを押し、予約を確定させます。
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支払い – 手順 5: 詳細内容ページ

続
く
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あああああああああああ

続
き

クリック

「Microsoft に戻る」ボタンから
Microsoft サイトの試験ページに戻ります
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支払い – 手順 5: 詳細内容ページ (続き)
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確認用メールの受信 「Microsoft 試験の受領書」

クレジットカード決済をした受領書とな
りますので、受験を終えるまでは保管し
てください。

メールが届かない場合は、ピアソンVUE 
までお問い合わせください。

この E メールには返信しないでください。

ピアソンVUE へのお問い合わせ：
≫ FAQ よくある質問
≫ お問い合わせ

http://www.pearsonvue.com/Japan/FAQs/index.html
http://www.pearsonvue.com/Japan/Contact/index.html
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確認用メールの受信 「Microsoft 認定試験 予約内容のご案内」

●受験当日に持参いただく本人確認書類
●予約の変更方法
●予約のキャンセル方法

についてご案内しております。
必ずご一読ください。

●テストセンターへのアクセス方法

についてご案内しております。
ご参考にしてください。



受験予約のキャンセルをしたい場合 (1)

受験予約の変更およびキャンセルが必要な場合は、受験日の少なくとも 1 日 (24 時間) 前までに手続きする必要があります。
24 時間以内のキャンセルまたは予約時間に到着しない場合は「欠席」とみなされ、受験料は返金されません。

予約をキャンセルする場合は、Microsoft Learning ウェブサイトでキャンセルを選択いただくことで受け付けられます。お電
話で手続きいただく場合は、9:00 ～ 18:00 (土・日・祝日・年末年始除く) の間にピアソン VUE コールセンターにご連絡く
ださい。特別受験措置が許可されているすべての試験の予約変更やキャンセルは、必ずコールセンター経由で行う必要があり
ます。
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Microsoft Learning ウェブサイトから受験予約のキャンセルをする場合

≫ Microsoft Learning ダッシュボード ページ
https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/dashboard.aspx

(1) Microsoft Learning ダッシュボード ページにアクセスし、ページの
右肩にある「サインイン」をクリック。

(2) 受験予約の際に使用した Microsoft アカウントでサインイン。
(3) ダッシュボード ページが表示され、ページ右側に、受験の予約情報が

掲載されています。
(4) 「キャンセル」ボタンをクリックすると、受験予約が取り消されます。

※ ダッシュボード ページへは、Microsoft Learning ホーム ページ上部の
「特典と試験」からもアクセス可能です。

クリック

※ ご注意 ※
ダッシュボード ページに受験予約した情報が掲載されるまでには、少々の
時間がかかります。受験予約完了メールが届いてから 1 時間が経過しても
ダッシュボードページに情報が反映されない場合はピアソンVUE 社かテス
トセンターまでお電話にてお問い合わせください。

https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/dashboard.aspx


Microsoft Learning ダッシュボード ページから、ピアソンVUE の受験予約画面にジャンプしました。
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キャンセルに関する規約に同意いただける場合は、
ボックスをクリックしてチェックを入れ、
「キャンセル」ボタンでキャンセルを確定させます。

受験予約のキャンセルをしたい場合 (2)

クリック

✔



予約はキャンセルされました。
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受験予約のキャンセルをしたい場合 (3)

クリック

「Microsoft に戻る」ボタンから
Microsoft サイトに戻ります
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確認用メールの受信 「Microsoft 認定試験 予約キャンセル内容」

受験予約をいただく場合は、
試験一覧ページから試験を選択し、
はじめから進めていただく事に
なります。

どうぞ宜しくお願い致します。
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▶ Microsoft Learning：ホーム ページ
https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/default.aspx

▶ Microsoft Learning：試験一覧 ページ
https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/exam-list.aspx

▶ Microsoft Learning：ダッシュボード ページ
https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/dashboard.aspx

▶ Microsoft Learning：お問い合わせ ページ
http://www.microsoft.com/ja-jp/learning/support/default.aspx

▶ Microsoft アカウント：サインイン ページ
https://account.live.com/

▶ Microsoft アカウント：ヘルプ ページ
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/microsoft-account-
help#microsoft-account=tab0

▶ ピアソンVUE：Microsoft ページ
http://www.pearsonvue.com/Japan/IT/microsoft_index.html

▶ ピアソンVUE：FAQ よくある質問 ページ
http://www.pearsonvue.com/Japan/FAQs/index.html

▶ ピアソンVUE：お問い合わせ ページ
http://www.pearsonvue.com/Japan/Contact/index.html

受験予約で役立つリンク

https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/default.aspx
https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/exam-list.aspx
https://www.microsoft.com/learning/ja-jp/dashboard.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/learning/support/default.aspx
https://account.live.com/
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/microsoft-account-help
http://www.pearsonvue.com/Japan/IT/microsoft_index.html
http://www.pearsonvue.com/Japan/FAQs/index.html
http://www.pearsonvue.com/Japan/Contact/index.html

