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※ご注意※ 

①団体申込みは、1法人10名様以上の申込みがある場合に受付できます

②団体申込みは、全てweb上でのお手続きとなります

③受験料のお振込みは申込期間内にお願いします
（データアップロード前のご入金可、分割振込の場合は必ずご連絡ください P.1参照）

④筆記免除や事前申請の入力漏れがないか、必ずご確認ください
（申込期間後の筆記免除申請はできません）

⑤登録試験会場の団体様は、団体情報の「登録認定番号」を必ず入力してください
（認定番号はアルファベットから始まる番号です）

*１ 登録試験会場の団体様については、ご案内しております別紙『「団体申込み」について（ご案内）』で必ず詳細をご確認ください

*1

【お知らせ】

2023年秋期【10月】のお申込より、郵便申込（個人）が廃止となります。



2023年夏期ネイリスト技能検定試験

【 団 体 申 込 み か ら 合 否 発 表 ま で 】

9月下旬
※団体情報登録で選択いただいた送付先に発送いたします。

8月中旬頃
※団体情報登録で選択いただいた送付先に発送いたします。
※ホームページにて合否確認ができます。

7/3（月）～7/6（木）
※7/2（日）までに受験票が届かない場合、または住所・氏名に誤りがある場合は
上記期間内に事務局までご連絡ください。
合格証書は受験票に記載された氏名で印字されますので、必ずご確認ください。

※事務局：03-3519-6830 [平日10：00～18：00]

6月下旬頃
※団体情報登録で選択いただいた送付先に発送いたします。

※一般申込み期間（郵便振込・Web申込共通） 5/1（月）～5/31（水）

2級 7/15（土）
3級 7/16（日）

5/1（月）～5/31（水）

受験料のお振込みは申込期間内（5/1（月）～5/31（水））に
お願いします （データアップロード前のご入金可）

ご注意

団体申込期間

受験票発送

お問い合わせ期間

（受験票未着等）

試験当日

合否通知発送

合格証書発送

※締切日までにご入金がない場合は、受験できなくなりますのでご注意ください。
※分割振込の場合は、必ず事務局までご連絡ください。 P.1参照



≪お申込みの流れ≫

【注意点】
● 申込フォーマットは各級ごとに作成してください。1つのファイルに複数の受験級を入力する
ことはできません。

● 筆記免除対象者（試験要項P.2参照）は必ず該当する試験の受験番号をご入力ください。
入力が無い場合、筆記免除は適用されません。

● 団体申込みされる受験生は、個別の申込みは必要ございません。二重に申込まれた
場合は返金できませんのでご注意ください。（受験生へ周知願います）

【分割振込の場合】 ※必ず事前にご連絡ください
事務局（03-3519-6830平日：10～18時）へお電話いただくか、
info@nail-kentei.or.jpへメール（件名「団体申込入金の件」としていただき、
本文内に団体名・分割振込される日付および金額を記載して）送信してください。
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1.団体情報を登録します

2.団体情報の登録完了メールが届きます

3.申込みフォームへログインします

4.団体申込者ファイル（Excel）をダウンロードします

5.受験者情報を入力します

6.団体申込者ファイルをアップロードします

7.アップロードした受験者情報を確認します

8.受験料をお振込みいただきます【申込完了】

※メールにはログインに必要な「申込ID」と「パスワード」が記載されています。

※JNECホームページより、ログインできます。

※ JNECホームページより、団体登録画面を開きます。

振込先
三菱ＵＦＪ銀行 赤坂見附支店 （普）口座番号 0026597
（財）日本ネイリスト検定試験センター
※振込手数料はお客様負担となりますので、ご了承ください。

※締切日までにご入金がない場合は、受験できなくなりますのでご注意ください。

※ 団体受験者情報登録完了メールが届きます。

※ 正しくアップロードされているかの確認作業です。

（P.2）

（P.12）

（P.8～9）

（P.7）

（P.6）

（P.4～5）

（P.3）

（P.10～11）

※以前ご登録頂いた方も、団体情報登録をしてください。

mailto:info@nail-kentei.or.jp


団体情報登
録

登録完了
メール受信

申込フォーム
へログイン

団体申込ファ
イルのダウン

ロード

受験者情報
の入力

団体申込ファ
イルのアップ
ロード

受験者情報
の確認

受験料のお
振込み

（1）団体情報を入力します

（2）「登録・更新」ボタンをクリックします

【1】JNECホームページの「受験案内」ページより、「団体登録はこちら」を選択し団体登録画面を開きます。
団体情報を入力し、「登録・更新」ボタンをクリックします。以前ご登録頂いた方も、団体情報登録をしてください。

【2】「登録が完了しました」と表示されていることを確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。

（1）登録が完了し、メールが送信されたことを
ご確認ください

（2）「閉じる」ボタンをクリックします

発送先は「団体住所」もしくは「個人住
所」を選択してください
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登録試験会場の団体様は、登録認定
番号をご入力ください
※登録認定番号（アルファベットから始
まる番号）は認定書に記載されています

振込日（申込締切日までの日付）を
ご入力ください

1000014

○○○○/○○/○○

＊複数級申込みのご注意＊

１回の団体情報登録で、複
数級の申込みが可能です。
各級ごとに団体情報登録を
行う必要はありません。
詳細はP8をご参照ください。

赤坂東急ビル７Ｆ
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【3】登録完了メールを確認します。

Subject: 【JNEC】団体情報登録完了のお知らせ

この度は、ネイリスト技能検定試験をお申込みいただき、誠にありがとうございます。
団体情報のご登録が完了致しましたので、ご連絡差し上げます。

なお、申込み期間までに以下手続きをお済ませください。

①受験者情報入力フォーマットのダウンロードとアップロード

下記URLよりログインしていただき、受験者情報をご入力いただく
入力フォーマットの「ダウンロード」をしてください。
入力済フォーマットを送る際も、下記URLにログインしていただき、
「アップロード」をしてください。
※その他下記URLにログインしていただき、お申込み内容のご確認や
ご変更をしていただくことができます。

http://www.nail-kentei.or.jp/kentei/2015sp/shiken.html#01

・申込ＩＤ：○○○○○

・パスワード：○○○○○

②受験料のお振込み

下記お振込み先に、申込み期間までに受験料をお振込みください。

【振込先】
三菱ＵＦＪ銀行 赤坂見附支店
（普）口座番号 0026597
（財）日本ネイリスト検定試験センター
※お振込み手数料はお客様ご負担となりますことを、ご了承ください。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
宜しくお願い致します。
※このメ－ルアドレスは送信専用です。返信をいただいても
ご回答できませんのでご了承ください。

==============================================
●ご連絡・お問い合わせ先

日本ネイリスト検定試験センター
TEL：03-3519-6830
受付期間：申込期間内の平日10時～17時
http://www.nail-kentei.or.jp/kentei/present/shiken.html

※試験内容についてのご質問はご遠慮ください。
==============================================

＊登録完了メールサンプル＊

※団体登録が完了すると、ご登録いただいたメールアドレスに下記のような登録完了メールが送信されます。
受験者登録に必要となる 「申込ＩＤ」「パスワード」が記載されておりますので、登録完了メールは大切に
保管してください。

団体情報登録完了メールに「申込ID」
「パスワード」が記載されています
大切に保管してください

★登録完了メールが届かない場合は、再度【1】団体登録画面（P.2）より団体登録をしてください。
★再度登録を行う際は、メールアドレスの入力に誤りがないようにご注意ください。
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http://www.nail-kentei.or.jp/kentei/2015sp/shiken.html#0
http://www.nail-kentei.or.jp/kentei/present/shiken.html
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【4】JNECホームページの「受験案内」より、ログイン画面を開きます。「申込ID」「パスワード」を入力し、
「次へ」ボタンをクリックします。

（1）「申込ID」「パスワード」を入力します

※「申込ID」「パスワード」は団体情報登録完了メールに記載されています。（P.3参照）

（2）「次へ」ボタンをクリックします

【5】ログインすると団体メニュー画面が開き、「受験者登録はこちら」をクリックします。

「受験者登録はこちら」
ボタンをクリックします
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【6】「申込団体」「担当者」に誤りがないか確認します。

「申込団体」「担当者」に誤りがないか
確認します

「申込団体」「担当者」に誤りがある場
合は、「メニューに戻る」ボタンをクリック
し、【5】の団体メニュー画面に戻り、「団
体情報変更」より修正してください
修正後、再度、登録完了メール（P.3）が
届きます
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【7-1】「ダウンロード」ボタンをクリックし、「団体申込者ファイル」をダウンロードします。

「ダウンロード」ボタン
をクリックします

【7-2】「このファイルを開くか、または保存しますか？」という画面が表示されますので、「保存」をクリックします。

「保存」ボタンをク
リックします

【7-3】「名前を付けて保存」画面で「保存する場所」を任意で選択し「ファイル名」も任意で修正後、「保存」ボタン
をクリックします。

（4）「保存」ボタンをクリックします

（2）「ファイル名」を任意で修正します

（1）「保存する場所」を任意で選択します

団体情報登
録

登録完了
メール受信

申込フォーム
へログイン

団体申込ファ
イルのダウン

ロード

受験者情報
の入力

団体申込ファ
イルのアップ
ロード

受験者情報
の確認

受験料のお
振込み
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（3）ファイルの種類は「MicrosoftExcel97-2003ワー
クシート」のまま変更せず保存してください

＊ご注意＊
団体申込者ファイルは各級ごとに作成してく
ださい。1つのファイルに複数の受験級を入力
することはできません。
複数級申込みされる場合は、ファイル名を級
ごとに任意で設定してください。
（例）
DANTAIMOSIKOMI（1級）.xls
DANTAIMOSIKOMI（2級）.xls
DANTAIMOSIKOMI（3級）.xls
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【8】前述の【7-3】で保存したファイルに受験者情報を入力します。

※ファイル入力前に必ず下記の「入力に関する注意事項」をよく読み、受験者情報を入力してください。
※受験者氏名は入力した通りに受験票へ印字されますが、外字・拡張文字については使用できませんので
ご注意ください。

＊入力に関する注意事項＊

こちらをクリックすると「入力に関する注
意事項」（下記参照）が確認できます

こちらをクリックすると「試験要項」
をご覧いただくことがきます

※コピーの際は、十分ご注意ください

【9】入力完了後、ファイルを保存します。
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○○○○年○期ネイリスト技能検定試験 団体一括申込書【受験者情報】

受験者情報を入力します

団体申込者ファイル 入力に関する注意事項

＜入力時の注意事項＞
・保存するファイルは「×××.xls」としてください。（「×××.xlsx」ですと、正しくアップロードできません）
・1ファイルに複数の受験級を入力することは出来ません。受験級ごとにファイルを作成してください。
・シート内の、列の挿入・削除を行うと申込みデータが登録できませんのでご注意ください。
・試験会場、性別、事前申請などはカーソルを合わせるとリストが表示されますのでそのリストの内容から選択してください。
・前の行と同じ内容でも、「〃」などと記入せず、必ず入力してください。
・外字、拡張文字については受験票、合否通知、合格証書等で使用できませんので、ディプロマ氏名に代わりの文字（代替の文字や、ローマ字表記）を入力し
てください。

■受験級の選択は必須入力項
目です。プルダウンで該当級を
選択してください。

■試験会場の選択は必須入力項目です。プルダウンで
該当会場を選択してください。
※コピーの際は十分ご注意ください。

■該当者がいる場合は必ず前回の受験番号を
入力してください。
※申込後の筆記免除申請は承れませんので、
十分ご注意ください。

■1級、2級の
場合は必須
入力項目です。

■各受験者のご住所、電話番号は必ず入力してください。
※団体宛てに一括送付をご希望の場合も、各受験者の
ご住所、電話番号欄に団体の住所を入力してください。

■メールアドレスは
必須入力項目です。
※ご担当者のメール
アドレスで構いません。

■2・3級の場
合は必須入力
項目です。

■ローマ字表示が
希望の場合のみ
入力してください。

■事前申請者の有無は必須入力
項目です。
※該当する場合は「有」を選択し、
該当する項目を選択してください。
その際、該当しない項目には必ず
「無」を選択してください。

※1

※1 外国語受験を選択された受験生は、
午後の部での受験となります

必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須
1・2級受験の場合

必須
筆記免除有の場合必須＿

受験級 試験会場 会場名 姓 名 旧姓 姓カナ

(全角入力)

名カナ

(全角入力)

国籍

（Nationality)

性別 生年

(西暦)

月 日 合格認定番号
(6桁)

（半角入力）

筆記免除番号
（前回受験番号）

(ハイフンつきで半角入力)

例：xxx-x-xxxx

（記入例）1級 001A：札幌 札幌 検定 花子 山田 ケンテイ ハナコ 日本（Japan） 女性 1980 01 01 2XXXXX 123-4-5678

3級 001A：札幌 札幌 検定 太郎 ケンテイ タロウ 日本（Japan） 男性 1995 03 08 123-4-5555

3級 017Q：東京23区 東京23区 爪野 美子 木村 ソウノ ヨシコ 日本（Japan） 女性 1990 01 02 123-5-5555

必須 必須 必須 必須 必須 必須
2・3級の場合

必須
必須 ローマ字表記の場合必須

郵便番号
（7桁）

(ハイフンなしで
半角入力)

都道府県 住所
(市区郡町名)

住所
(番地)

住所
(マンション名、

部屋番号)

電話番号

(ハイフンつきで半角入力)

メールアドレス 外国語受験 事前申請 車椅子使用
(受験生)

車椅子使用
(モデル)

聴覚障害
(受験生)

聴覚障害
(モデル)

ディプロマ氏名

ローマ字表記希望の場合のみ入力

1234567 東京都 品川区大崎 1-1-1 ×××ビル101 03-3333-3333 test@test.com 有 無 無 無 有 KENTEI　HANAKO

1000014 東京都 千代田区永田町 2-14-3 赤坂東急ビル7F 03-3519-6830 info@nail-kentei.or.jp 北京語 無 KENTEI　TARO

1000014 東京都 千代田区永田町 2-14-3 赤坂東急ビル7F 03-3519-6830 info@nail-kentei.or.jp 無 有 有 無 無 無

事前申請有の場合必須
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【10】申込級を選択後、受験者情報を入力したExcelファイルを選択し、「アップロード」ボタンをクリックします。

※選択したファイルの内容と申込級に誤りがないか、必ず確認してください。

（1）申込級を選択します

（3）「アップロード」ボタン
をクリックします

（2）「参照」ボタンをクリックし、受
験者情報を入力したアップロード
ファイルを選択します

※アップロードファイルに入力誤りがある場合、画面上部にエラーメッセージが表示されますので
Excelファイルを修正してください。

エラーメッセージに従って、
Excelファイルを修正し、
【10】の手順に戻ります
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＊複数級を申込みされる場合＊

各級ごとに、該当の申込級を選
択しファイルをアップロードしてく
ださい。
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【11】「アップロードが完了しました」が表示されていること、「試験科目名」「申込み人数」「アップロード日時」が
正しいことを確認し、「終了」ボタンをクリックします。

「試験科目名」「申込み人数」
「アップロード日時」が正しい
ことを確認します

「終了」ボタンをクリックし、団
体メニューに戻ります

「アップロードが完了しました」
が表示されていることを確認
します

【12】団体受験者情報登録完了メールを確認します。

Subject: 「JNEC」団体受験者情報登録完了のお知らせ

この度は、ネイリスト技能検定試験をお申込みいただき、誠にありがとうございます。
団体受験者情報のご登録が完了致しましたので、ご連絡差し上げます。

下記URLより、お申込み内容のご確認やご変更をしていただくことができます。

http://www.nail-kentei.or.jp/kentei/sum2012/shiken.html#03
※団体情報登録完了時に送信される、登録完了メールに記載の「申込ＩＤ」「パスワード」を入力し、
ログインしてください。

また、受験料のお振込みについては、
以下お振込先に、申込み期間までに受験料をお振込みください。
（1級～3級の受験料を合算して、お振込みください。）

【振込先】
三菱ＵＦＪ銀行 赤坂見附支店
（普）口座番号 0026597
（財）日本ネイリスト検定試験センター
※お振込み手数料はお客様ご負担となりますことを、ご了承ください。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合せください。
宜しくお願い致します。
==============================================
●ご連絡・お問い合わせ先

日本ネイリスト検定試験センター
TEL：03-3519-6830
受付期間：申込期間内の平日10時～17時
http://www.nail-kentei.or.jp/kentei/present/shiken.html

※試験内容についてのご質問はご遠慮ください。
==============================================

＊登録完了メールサンプル＊
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【13】団体申込メニュー画面で「申込状況確認」ボタンをクリックします。

※正しくアップロードされているかの確認作業です。

【14】「検定番号」または、「試験名」のリンクをクリックします。

「検定番号」または「試験名」をク
リックします

「申込状況確認」ボタンを
クリックします

10
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の確認
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【15】アップロードした申込者情報を確認します。

（2）右へスクロールし、全
項目を確認します

（3）下へスクロールし、全申
込者が表示されていること
を確認します

（4）内容確認後、「メニューへ戻る」
ボタンをクリックし、団体メニューへ
戻ります

（1）ここに表示されている件
数と入力した受験者数が一
致していることを確認します

＊ご注意＊
・筆記免除や事前申請の入力漏れがないか、必ずご確認ください。
・試験会場に誤りがないか、必ずご確認ください。
・受験者情報の変更（修正・追加・削除等）をする場合は、アップロード

したExcelファイルを修正し、再度アップロードしてください。
申込期間中であれば、アップロードをし直すことで、最新の情報に
変更されます。
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ロード
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の確認
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【16】受験料をお振り込みいただきます。
※入金確認が出来次第申込み完了となります。（データのアップロードより先に、受験料の
お振込みをしていただいても構いません。）

※締切日までにご入金がない場合は、受験できなくなりますのでご注意ください。
※複数級お申込みの場合は、全級合算した金額をお振込みください。
※団体申込みされる受験生は、個別の申込みは必要ございません。二重に申込まれた
場合は返金できませんのでご注意ください。（受験生へ周知願います）

※団体申込による受験料の割引等はございませんのでご了承ください。

振込先 三菱ＵＦＪ銀行 赤坂見附支店 （普）口座番号 0026597
（財）日本ネイリスト検定試験センター ※お振込み手数料はお客様ご負担となりますことを、ご了承ください。

【受験料（全て消費税10％込）】
1級【春期・秋期のみ】 ：12,500円（内消費税1,136円） 2級：9,800円（内消費税890円） 3級：6,800円（内消費税618円）

【17】申込完了です。
12

≪入金確認方法≫

1）団体メニュー画面で「申込状況確認」ボタンをクリックします。

※入金状況の確認作業です。

「申込状況確認」ボタンを
クリックします

2）「うち入金待ち」が０（ゼロ）表示になっていれば、入金済みとなります。

＊ご注意＊
・入金の反映には2～3営業日

かかる場合があります。

内容確認後、画面右上の
「ログアウト」ボタンを
クリックして終了してください

○○○○年○期ネイリスト技能検定試験
（3級）

○○○○/○/○○ ￥132,0000

【分割振込の場合】 ※必ず事前にご連絡ください 事務局（03-3519-6830平日：10～18時）へお電話いただくか、info@nail-kentei.or.jp
へメール（件名「団体申込入金の件」としていただき、本文内に団体名・分割振込される日付および金額を記載して）送信してください。

mailto:info@nail-kentei.or.jp


次項の注文書からすぐにご発注いただけます
お急ぎ等の場合は事務局へご相談下さい

税込4,400円（内消費税400円）



公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター宛 TEL.03-3519-6830

【法人専用】公式問題集注文書

STEP１：注文内容（注文日・数量・金額・送料・合計金額）をご記入ください

STEP2：申込者情報ををご記入ください

STEP3：注文書（本紙）をFAXもしくはメールにて送信してください

個人情報の取り扱いについて
「ネイリスト技能検定試験 公式問題集」購入の際にご記入いただく個人情報(要配慮個人情報含)は、ネイリスト技能検定業務の円滑な実施、問題集送付等のサービスの実施、およびネイリスト技能検定統計のた

めに利用いたします。当試験の運営団体である公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター（以下「当試験センター」）は、申込者から収集した個人情報を申込者本人の書面による同意なしに第三者に開示す
ることは原則としてありません。
▶当試験センターが取り扱う個人情報については、こちらからご確認をお願いします。 http://www.nail-kentei.or.jp/pdf/personaldata.pdf

①注文 必要事項をご記入後注文書をFAXもしくはメールにて送信してください。

②納品

③支払い 請求日付の翌月末までにご入金ください。
※振込手数料はご負担ください。

FAX確認後３営業日以内に発送します。１週間経過しても納品されない場合、事務局までお問い合わせください。
※請求書は商品に同梱します。申込住所と納品先が異なる場合は、後日、申込者様宛に請求書を送付致します。

項目 税込単価 数量 金額

注

文

数

1～９冊 ￥4,400
(内消費税400円）

￥

10～4９冊 ￥3,520
(内消費税320円）

￥

50冊以上 ￥2,640
(内消費税240円）

￥

小計 ￥ ①

送料（税込）
1～9冊:330円(内消費税30円）

10冊以上:無料

￥ ②

合計（①+②） ￥

2023.3

お問い合わせ先
公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター 事務局
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3赤坂東急ビル7F TEL:03-3519-6830 FAX:03-3519-6835 info@nail-kentei.or.jp

【事務局記入欄】

■発送日： 年 月 日 ■納品予定日： 年 月 日

申込者
（請求先）

【法人名】

【部署】 【担当者】

住所

〒 ―

TEL 振込名義：

FAX 振込予定日※１： 年 月 日

※納品先が異なる場合、下記をご記入ください（納品先が申込者と同じ場合は記入不要です）

※1 振込予定日は注文日翌月末までの日付としてください

納品先
【法人名】

【部署】 【担当者】

住所

〒 ―

TEL FAX

【納品希望日】□最短納品希望 ⇒ご発注後、弊センターより納品予定日をご連絡致します

【納品希望日】□指定日納品希望（注文日より５営業日以降をご指定ください） ⇒ 年 月 日※いずれかに
チェックしてください

mail.info@nail-kentei.or.jp
FAX.03-3519-6835

※下段記載の「個人情報の取扱いについて」に同意し、申し込みます。

消費税10％

適格請求書発行事業者登録番号：T1-0100-0501-3549

消費税10％

http://www.nail-kentei.or.jp/pdf/personaldata.pdf

