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はじめに 

本マニュアルは、Biz SCOREの管理者向けのマニュアルです。 

 

学習管理システムを使用して、ID管理、試験の予約、受検結果の管理などを行うための手順

を説明します。 

 

下記のサービスを対象とし、総称して、本マニュアル内では「Biz SCORE」と表しています 

• Biz SCORE Basic 

• Biz SCORE for Managers 

• Biz SCORE for Freshers 

 

 

学習管理システムの詳細については、「1.1. 学習管理システムとは」を参照してください。 

 

Biz SCOREは研修の受講を伴わない、試験のサービスです。 

ご利用にあたって、システム上の表記を一部読み替える必要があります。 

（例） 

⚫ 研修 

 ：他サービスの研修を含む教育サービス全般 

  （Biz SCOREの試験も該当します） 

⚫ 受講者 

 ：当社が提供する教育サービスを受ける人 

  （Biz SCOREを受検する「受検者」も該当します） 

 

 

* 本マニュアルに記載されている社名、システム名、製品名などの固有名詞は、各社の商標

または商標登録です。なお、本文および図表中において、必ずしも商標表示（®、™）は付記し

ていません 
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本書の表記 

注意 

システムを操作するうえでの注意事項を記載しています。 

補足 

説明の補足事項となる内容を記載しています。 
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1. 学習管理システムの全体像 
本編では、学習管理システムの機能、および Biz SCOREの運用と管理者に必要な権限に

ついて説明します。 

 

補足 

ご利用にあたって、システム上の表記を一部読み替える必要があります。 

⚫ 研修 

 ：他サービスの研修を含む教育サービス全般 

  （Biz SCOREの試験も該当します） 

⚫ 受講者 

 ：当社が提供する教育サービスを受ける人 

  （Biz SCOREを受検する「受検者」も該当します） 

 

1.1. 学習管理システムとは 
学習管理システムとは、試験・研修を通じた学習をサポートするシステムです。 

以下のサービスに関する、IDの管理、予約・キャンセル、試験の受検、研修受講前後のフォ

ローなどができます。 

 

・ Biz CAMPUS Basic 

・ Biz CAMPUS Online / Biz CAMPUS Live 

・ Flexible Learning Ticket 

・ Biz SCORE Basic 

・ Biz SCORE for Freshers 

・ Biz SCORE for Managers  など 

 

補足 

契約中のサービスのみご利用可能です。 
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1.2. Biz SCOREの利用の全体像 

 

Biz SCOREは、各 IDに「権限・役割」を振り分けて運用します。 

1つの IDが複数の権限を持つことも可能です。 

 

権限は以下の 4種類です。各権限でできる操作の詳細は、各章を参照してください。 

• システム管理者  「1.3.1. システム管理者ができること」 

• 受講管理者  「1.3.2. 受講管理者ができること」 

• 受講者   「1.3.3. 受講者ができること」 

• 受検結果閲覧者 「1.3.4. 受検結果閲覧者ができること」 
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 会場受検の流れ 

Biz SCORE Basic（会場）を契約いただくとご利用できます。 

 

• 東京・大阪のいずれかの試験会場を選択して試験を受検します 

• 試験は開催日程から選択して予約します 

 

補足 

試験の予約について 

会場受検の予約は、以下の 2つの方法があります。 

 

⚫ 管理者による代理予約 

受講管理者が、受講者の試験を代理予約します。予約後、登録済みのメールアドレス宛

に予約の詳細メールが送られます。 

予約方法については「6. 試験を予約する」を参照してください。 

 

⚫ 受講者による本人予約 

試験を受検する受講者本人が試験を予約します。予約後、登録済みのメールアドレス宛

に予約の詳細メールが送られます。 

予約方法については「学習管理システム ユーザーマニュアル Biz SCORE受検者（受

講者）編」を参照してください。 

 

* 受講者の IDに「研修予約：予約可」を設定する必要があります。詳細は「5. IDを管理

する」を参照してください 
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 Web受検の流れ 

Biz SCORE Web Ticket を契約いただくとご利用できます。 

 

• 学習管理システムへログイン後に表示される、マイページから試験を受検します 

• 受検のたびにチケットを消化します 

• 予約済みの試験を未受検のまま開催期間が終了した場合、再度予約が必要です 

（再予約では、チケットは消化されません） 

 

補足 

試験の予約について 

Web受検の予約は、受講管理者による代理予約のみで行います。 

受講者本人が予約することはできません。 

 

予約方法については「6. 試験を予約する」を参照してください。 
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1.3. 権限・役割ごとにできること 

本章では、Biz SCOREのサービス範囲において、権限・役割ごとにできることを説明します。 

 

権限・役割 

できること システム 

管理者 

受講 

管理者 

受講者 受検結果 

閲覧者 

○ - - - 

• 参照部門の作成・変更・削除 

• ID（管理者、受講者）の作成・変更・削除 

• 受講管理者のマイメンバーを代理登録 

• 契約情報を確認 

- ○ - - 

• マイメンバーを登録 

• マイメンバーの試験を代理予約・日程変更・キ

ャンセル 

• マイメンバーの受検状況を確認 

- - ○ - 

• 試験を予約（会場受検のみ） 

• 試験を受検 

• 自身の受検結果を確認 

- - - ○ 

• 会社全体の受検結果を確認 

• 同じ参照部門に属する受講者の受検結果を

確認 

補足 

• 1つの IDに対して、複数の権限を付与できます 

（例）システム管理者が受講者や受講管理者の権限でできることを行いたい場合 

システム管理者に加えて、受講者・受講管理者の権限を付与してください 

 

• 他サービスでの権限・役割ごとにできることについては、各サービスのマニュアルをご確

認ください 
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 システム管理者ができること 

システムの管理者として、IDの管理や契約状況の確認などができます。 

 

システム管理者権限でできること 

⚫ システムへのログイン 

 システムへのログイン / ログアウト 

 自身のパスワードの変更 

 

⚫ 参照部門の管理 

 参照部門の作成・変更・削除 

 

⚫ ID・権限の設定 

 IDの作成 

 IDの情報変更 

 IDの削除 

 

⚫ 受講管理者 IDのマイメンバー設定 

 マイメンバーの代理登録 

 マイメンバーの登録状況の確認 

 

⚫ 契約情報管理 

 契約情報と契約管理情報の確認 
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 受講管理者ができること 

試験の代理予約、日程変更、キャンセルなどができます。 

 

受講管理者権限でできること 

⚫ システムへのログイン 

 システムへのログイン / ログアウト 

 自身のパスワードの変更 

 

⚫ マイメンバーの登録 

 マイメンバーの登録 

 マイメンバーの試験の代理予約・キャンセル 

 マイメンバーの受検状況確認 

 

  



 

   15 ＜ Confidential ＞ © 2022. For information, contact Learning Agency Co., Ltd 

 

 受講者ができること 

試験の予約、試験の受検、受検結果確認などができます。 

 

受講者権限でできること 

⚫ システムへのログイン 

 システムへのログイン / ログアウト 

 自身のパスワードの変更 

 

⚫ 試験の予約 

 試験の予約 

 試験のキャンセル 

 試験の日程変更 

 

⚫ 試験の受検結果の確認 

 自身の受検結果の確認 

 

補足  

受講者が試験の予約を行うのは、会場受検の場合のみです。 

Web受検の場合、受講者は試験の予約を行いません。 
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 受検結果閲覧者ができること 

試験の受検結果確認ができます。 

 

受検結果閲覧者権限でできること 

⚫ システムへのログイン 

 システムへのログイン / ログアウト 

 自身のパスワードの変更 

 

⚫ 会社全体の受検結果の確認 

 会社全体の受検結果の確認 

 

⚫ 参照部門の受検結果の確認 

受検結果閲覧者と同じ参照部門が設定されている受講者に対して、以下のことが行

えます。 

 受検結果の CSV出力 

 受検結果シートのダウンロード 

 フィードバックシートのダウンロード 
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2. 基本操作 

本編では、学習管理システムに初めてログインする手順と、初回以降のログイン / ログアウ

ト、パスワード変更、アカウント設定などの基本操作を説明します。 

 

2.1. （初回のみ）個人 ID とパスワードの登録 

学習管理システムに初めてログインする場合の手順を説明します。 

 

1. IDが作成されると、下記のメールが送られます。 

届いていない場合は、システム管理者へお問い合わせください。 

 

• 件名 ：【学習管理システム】管理者登録完了のお知らせ 

 

2. 通知メールに記載されている ID・仮パスワードを確認し、記載の URLから［パスワード設定

ページ］を開きます。 
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3. プライバシーポリシーの「個人情報保護の取り組みについて」を最後まで読み、内容を確認

のうえ、［同意する］をクリックします。 

 

 

4. メールに記載されている［仮パスワード］を入力します。次に、任意のパスワードを［パスワー

ド］および［パスワード確認］に入力し、［設定する］をクリックします。 

 

注意 

パスワードは 8文字以上で入力してください。 

パスワードは英小文字、英大文字、数字、記号の 4つの文字種のうち、3つ以上の文字種を

組み合わせてください。 

補足 

パスワードはログイン後、自由に変更できます。 

パスワードの変更については、「2.5. 任意のパスワードへの変更」を参照してください。 
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5. パスワードが設定できたことを確認し、［アカウント設定へ］をクリックします。 

 

6. アカウントの情報を入力し、［設定する］をクリックします。 

 

      

項番 説明 

1 受検拠点をお選びください。 

* 会場受検をする場合は、開催場所を選択してください 

* 該当する地域がない場合は「東京」を選択してください 

2 自分の予約票やキャンセルメールをほかの人にも送信したい場合は、送信先のメール   

アドレスを入力します。 

半角セミコロン（;）でメールアドレスをつなげることで、複数のメールアドレスを設定可能

です。 

 

7. アカウントが設定できたことを確認します。 

 

  

1 

2 
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2.2. ログイン 

学習管理システムにログインする手順を説明します。 

 

1. ラーニングエージェンシーのホームページ右上にある［ログイン］をクリックします。 

【URL】 https://www.learningagency.co.jp/ 

 

 

2. ID とパスワードを入力し［ログイン］をクリックします。 

 

注意 

英数字と記号については、大文字と小文字が区別されます。 

補足 

パスワードを忘れた場合は、［ログイン］下部の［パスワードをお忘れの方はこちら］よりパスワ

ードを再発行できます。 

パスワードの再発行については、「2.4. パスワードを忘れたときの再設定」を参照してくださ

い。 
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2.3. ログアウト 

学習管理システムからログアウトする手順を説明します。 

 

1. ページ上部にある［ログアウト］をクリックします 

 

 

2. ［OK］をクリックします。 

 

 

2.4. パスワードを忘れたときの再設定 

ログインパスワードを忘れた場合に再設定する手順を説明します。 

 

1. パスワードを忘れた場合は、ログイン画面で［パスワードをお忘れの方はこちら］をクリックし

ます。 

 

 

2. ログイン IDを入力し、［送信する］をクリックします。 
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3. ［OK］をクリックします。 

 

 

4. パスワード再設定申請完了画面を確認します。 

パスワード再設定の手順が記載されたメールが、登録されているメールアドレス宛に送信さ

れます。 

 

注意 

パスワード再設定のメールが届かない場合は、入力したログイン IDが間違っている可能性

がございます。お手数ですが、貴社システム管理者へログイン IDをご確認ください。 

 

 

5. 受信したメールに記載されている手順に従って、パスワード再設定用 URLをクリックしま

す。または、使用しているブラウザに URLを入力して、リンク先を開きます。 
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6. パスワード再設定画面が表示されます。 

メールに記載されている［仮パスワード］を入力します。次に、任意のパスワードを 

［パスワード］および［パスワード確認］に入力し、［設定する］をクリックします。 

 

 

7. ［OK］をクリックします。 

 

 

8. パスワードが設定できたことを確認します。 

 

注意 

パスワードは 8文字以上で入力してください。 

パスワードは英小文字、英大文字、数字、記号の 4つの文字種のうち、3つ以上の文字種を

組み合わせてください。 

補足 

パスワードは自由に変更できます。 

パスワードの変更については、「2.5. 任意のパスワードへの変更」を参照してください。 
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2.5. 任意のパスワードへの変更 

ログインパスワードを任意のパスワードに変更する手順を説明します。 

 

1. ページ上部にある［自分の名前］にカーソルを合わせ、［パスワード変更］をクリックします。 

 

 

2. ［パスワード］および［パスワード確認］に新しいパスワードを入力して、［変更する］をクリック

します。 

 

 

3. ［OK］をクリックします。 

 

 

4. パスワードが設定できたことを確認します。 
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注意 

パスワードは 8文字以上で入力してください。 

パスワードは英小文字、英大文字、数字、記号の４つの文字種のうち、３つ以上の文字種を

組み合わせてください。 

 

 

2.6. アカウント情報の変更 

アカウントの基本情報を変更する手順を説明します。 

 

1. ページ上部にある［自分の名前］にカーソルを合わせ、［アカウント設定］をクリックします。 

 

 

2. アカウントの情報を入力し、［設定する］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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項番 説明 

1 受検拠点をお選びください。 

* 会場受検をする場合は、開催場所を選択してください 

* 該当する地域がない場合は「東京」を選択してください 

2 自分の予約票やキャンセルメールをほかの人にも送信したい場合は、送信先のメ

ールアドレスを入力します。 

半角セミコロン（;）でメールアドレスをつなげることで、複数のメールアドレスを設定

可能です。 

 

 

3. アカウントが設定できたことを確認します。 
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3. 画面構成 

本編では、ログイン後に、画面右上に表示されるメニュー項目について説明します。 

補足 

システム上では、以下のように読み替えてください。 

⚫ 研修 ：他サービスの研修を含む教育サービス全般 

         （Biz SCOREの試験も該当します） 

⚫ 受講者 ：当社が提供する教育サービスを受ける人 

         （Biz SCOREを受検する「受検者」も該当します） 

 

3.1. マイページ 

1. ページ上部にある［自分の名前］にカーソルを合わせ、［マイページ］をクリックします。 

 

 

2. マイページが表示されます。 

 

 

 

 1      

 

 

2 3 4 5 6 

8 

7 
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項番 説明 

1 
システムにログインしている管理者名が表示されます。クリックすると、マイページの表

示やアカウント設定、パスワード変更ができます。 

2 当社からのお知らせが表示されます。 

3 
研修一覧が表示されます。ここから受検したい試験を選ぶことができます。 

* 受講管理者、もしくは受講者権限がある場合に表示されます 

4 IDの登録や管理・契約状況の確認などができます。 

5 システムにログインしている管理者用の QR コードが表示されます。 

6 マニュアルや FAQなど各種資料を確認できます。 

7 
予約中の研修・試験に対して今やるべきことが表示されます。 

* 受講者権限がある場合に表示されます 

8 
予約中の研修・試験の日程変更・キャンセル・予約票の再送などができます。 

* 受講者権限がある場合に表示されます 

補足 

他サービスの項目については、各サービスのマニュアルをご確認ください。 
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3.2. お知らせ一覧 

1. ページ上部にある［お知らせ］をクリックします。 

 

 

2. お知らせ一覧が表示されるので、確認したいお知らせをクリックします。 

 

 

3. お知らせ詳細が表示されます。 
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3.3. 研修一覧 

補足 

・ 受講管理者・受講者の権限を持つ場合、利用できます 

・ 契約中のサービスに関連する試験 / 研修のみ検索・表示ができます 

・ 他サービスの詳細については、各サービスのマニュアルをご確認ください 

・ システム上では、以下のように読み替えてください 

⚫ 研修 ：他サービスの研修を含む教育サービス全般 

         （Biz SCOREの試験も該当します） 

⚫ 受講者 ：当社が提供する教育サービスを受ける人 

         （Biz SCOREを受検する「受検者」も該当します） 
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 研修一覧の画面構成 

［研修一覧］から試験の開催場所をクリックすると、対象拠点の試験一覧が表示されます。 

  

 

項番 説明 

1 絞り込み機能です。開催場所や、役職・カテゴリなどで詳細条件を指定して、研

修・試験を検索することができます。 

2 研修・試験名や新着などで、一覧の並べ替えをします。 

3 研修・試験の表示方法を変更します。概要文の表示・非表示の変更ができます。 

4 研修・試験の日程を確認します。受講 / 受検したい場合は、ここから予約できま

す。 

* Biz SCORE Web Ticketは受講管理者のみ予約可能です 

 

  

 1 

 2  3 

 4 
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 研修詳細画面 

試験名をクリックすると、試験の詳細情報が表示されます。 

 

 

項番 説明 

1 気になる研修・試験をブックマークできます。ブックマークするとマイページに登録さ

れます。 

2 研修の受講形態（試験の受検形式）が表示されます。 

3 会場受検の場合、開催する教室が表示されます。 

4 空き状況が表示されます。表示方法は［○］［△］［×］の 3種類です。 

○：空きあり、 △：残りわずか、 ×：空きなし 

5 空きがある場合、予約ボタンが表示されます。 

 

補足 

試験をブックマーク済みで、かつ未予約の受講者は、受検管理者ページで一覧表示すること

ができます。詳細は「6.6. マイメンバーの受検状況を確認する」を参照してください。 

  

 

 

1 

2    3 4 5 
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3.4. 契約状況 

契約情報、契約担当者情報、および基本設定情報を確認します。 

補足 

システム管理者権限を持つ場合、利用できます。 

 

1. ページ上部にある［管理者機能］にカーソルを合わせ、［契約状況］をクリックします。 

 

 

2. 契約状況が表示されます。 

 

1 

3 

2 

5 

4 

6 

7 

8 

9 
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項番 説明 

1 現在ご契約いただいているサービスを一覧で確認できます。 

2 Biz SCORE Web Ticket を契約中の場合、表示されます。 

チケットの情報を確認できます。 

3 現在の契約担当者を確認できます。 

契約担当者を変更する場合は、［登録内容変更届の WEBフォーム］をクリックし、 

申請フォームの入力と送信をお願いします。 

4 会社全体に適用される基本設定情報を確認できます。 

基本設定を変更する場合は、［基本設定変更申請フォーム］をクリックし、 

申請フォームの入力と送信をお願いします。 

5 受講・行動報告機能の設定を確認できます。 

* 利用サービスが Biz SCOREのみの場合、使用しない項目です 

6 フィードバックを行う機能の設定を確認できます。 

* 利用サービスが Biz SCOREのみの場合、使用しない項目です 

7 年度開始月の設定を確認できます。 

8 ユーザーアカウントのパスワード有効期限の設定を確認できます。 

設定された日数に従って、パスワードの変更が要求されます。 

9 メールアドレスを登録した場合、以下のメールが自動で転送されます。 

・予約票 

・キャンセルメール 
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3.5. ツール 

1. ページ上部にある［ツール］にカーソルを合わせ、確認したいサブメニューをクリックします。 

 

 

項番 説明 

1 Biz SCOREのマニュアルと、各サービスに関する資料を掲載しています。 

2 他サービス（Biz CAMPUSなど）のマニュアルを閲覧、ダウンロードできます。 

3 よくあるご質問に対する FAQを掲載しています。 

 

2 

1 

3 
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4. 参照部門を管理する 

本編では、参照部門の管理や IDに参照部門を設定する方法を説明します。 

補足 

• 本編の操作は、［システム管理者］権限を持つ場合、利用できます 

• ［参照部門］とは、受検結果を閲覧する範囲を設定する項目です。IDごとに設定します 

• 受検結果閲覧者権限を持つ IDは、同じ参照部門が設定されている IDの受検結果を確

認することができます 

 

4.1. 参照部門を作成・変更・削除する 

参照部門を CSVで編集し、アップロードすることで管理ができます。 

作成・変更・削除は、一度のアップロードで同時に行うことも可能です。方法は「4.1.4. 参照部

門の作成・変更・削除を一括で行う」を参照してください。 

 

 参照部門を作成する 

参照部門を作成する手順を説明します。 

本節では、一度のアップロードで、参照部門の作成のみ行う場合について説明します。 

作成・変更・削除を同時に行う方法は「4.1.4. 参照部門の作成・変更・削除を一括で行う」を

参照してください。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 
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2. ［部門登録］をクリックします。 

 

 

3. ［参照部門を登録する場合はこちら］をクリックします。 

 

 

4. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 

 

補足 

変更前の情報は復旧できないため、ダウンロードした CSVはバックアップとして別ファイルで

も保存することを推奨します。 
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5. CSV ファイルを開きます。 

 

• 新規で初めて登録する場合は、ダウンロードした CSV ファイルは空の状態です 

 

• 既に登録済みの参照部門がある場合は、現在の登録内容を一覧で確認できます 

 

 

CSVレイアウト 

項目名 説明 

固定部門ナンバー 参照部門のＩＤ（システムで自動設定されます） 

参照部門 参照部門の名称 

削除フラグ 削除する場合に設定する項目 

 

 

6. （作成だけ行う場合）1行目の項目名のみ残して、それ以外の行を行削除します。 

 

補足 

• 変更・削除も同時に行う場合は、本手順は不要です 

同時に行う方法は「4.1.4. 参照部門の作成・変更・削除を一括で行う」を参照してください 

• 登録済みのデータを残したまま処理を行った場合、内容に変更がないデータはそのまま

保持されます 

 

 

行削除 
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7. 記入例を参照しながら必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

 

記入例（参照部門の作成時） 

固定部門ナンバー 参照部門 削除フラグ 

入力しないでください 

*値が入っているとエラ

ーになります 

［登録したい参照部門名を入力］ 

* 最大全角 50文字（漢字、カナ、英字、数字） 

* 半角も入力可 

0 

* 半角のみ 

* 未入力も可 

 

 

8. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

9. 作成した CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 
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10. 選択したファイルを確認し、［設定する］をクリックします。 

 

 

11. ［OK］をクリックします。 

 

 

補足 

以下のような確認メッセージが表示されることがあります。内容を確認して、やり直す場合は

［キャンセル］、処理を実行する場合は［OK］をクリックしてください。 

 

主な確認メッセージ  

内容 確認項目 

ファイル内の参照部門が重複しています。  アップロードした CSV内に同じ参照部門が複数

ある場合に表示されるメッセージです。入力内

容に誤りが無いかご確認ください。 

同じ参照部門が既に登録されています。 

 

アップロードした CSVに、既に登録済みの参照

部門がある場合に表示されるメッセージです。 

このまま処理を実行すると、同じ名前の参照部

門が複数作成されることになります。 

 

 

12. 部門登録が完了したことを確認し、［部門登録へ］をクリックします。 
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補足 

登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

固定部門ナンバーが不正です。該当する

レコードがありません。 

固定部門ナンバーには値を入れないでください。 

 

13. 部門登録画面で CSVをダウンロードし、登録した内容を確認してください。 
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 参照部門を変更する 

参照部門を変更する手順を説明します。 

本節では、一度のアップロードで、参照部門の変更のみ行う場合について説明します。 

作成・変更・削除を同時に行う方法は「4.1.4. 参照部門の作成・変更・削除を一括で行う」を

参照してください。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. ［部門登録］をクリックします。 

 

 

3. ［参照部門を登録する場合はこちら］をクリックします。 

 

 

4. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 
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補足 

変更前の情報は復旧できないため、ダウンロードした CSVはバックアップとして別ファイルで

も保存することを推奨します。 

 

 

5. CSV ファイルを開きます。 

 

• 登録済みの参照部門を一覧で確認できます 

 

CSVレイアウト 

項目名 説明 

固定部門ナンバー 参照部門のＩＤ（システムで自動設定されます） 

参照部門 参照部門の名称 

削除フラグ 削除する場合に設定する項目 

 

 

6. （変更だけ行う場合）変更する参照部門の行のみ残して、それ以外の行を行削除します。 

 

補足 

• 変更・削除も同時に行う場合は、本手順は不要です 

同時に行う方法は「4.1.4. 参照部門の作成・変更・削除を一括で行う」を参照してください 

• 登録済みのデータを残したまま処理を行った場合、内容に変更がないデータはそのまま

保持されます 

行削除 
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7. 記入例を参照しながら必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

 

 

記入例（参照部門の変更時） 

固定部門ナンバー 参照部門 削除フラグ 

変更しないでください ［登録したい参照部門名を入力］ 

* 最大全角 50文字（漢字、カナ、英字、数字） 

* 半角も入力可 

0 

* 半角のみ 

* 未入力も可 

 

8. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

9. 作成した CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 

 

 

10. 選択したファイルを確認し、［設定する］をクリックします。 
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11. ［OK］をクリックします。 

 

 

補足 

以下のような確認メッセージが表示されることがあります。内容を確認して、やり直す場合は

［キャンセル］、処理を実行する場合は［OK］をクリックしてください。 

 

主な確認メッセージ  

内容 確認項目 

ファイル内の参照部門が重複しています。  アップロードした CSV内に同じ参照部門が複数

ある場合に表示されるメッセージです。入力内

容に誤りが無いかご確認ください。 

同じ参照部門が既に登録されています。 

 

アップロードした CSVに、既に登録済みの参照

部門がある場合に表示されるメッセージです。 

このまま処理を実行すると、同じ名前の参照部

門が複数作成されることになります。 

 

 

12. 部門登録が完了したことを確認し、［部門登録へ］をクリックします。 
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補足 

登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

固定部門ナンバーが不正です。該当する

レコードがありません。 

ダウンロードした CSVを参考に、登録済みの固

定部門ナンバーを正しく入力してください。 

 

 

13. 部門登録画面で CSVをダウンロードし、登録した内容を確認してください。 
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 参照部門を削除する 

参照部門を削除する手順を説明します。 

本節では、一度のアップロードで、参照部門の削除のみ行う場合について説明します。 

作成・変更・削除を同時に行う方法は「4.1.4. 参照部門の作成・変更・削除を一括で行う」を

参照してください。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. ［部門登録］をクリックします。 

 

 

3. ［参照部門を登録する場合はこちら］をクリックします。 

 

 

4. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 
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補足 

変更前の情報は復旧できないため、ダウンロードした CSVはバックアップとして別ファイルで

も保存することを推奨します。 

 

 

5. CSV ファイルを開きます。 

 

• 登録済みの参照部門を一覧で確認できます 

 

CSVレイアウト 

項目名 説明 

固定部門ナンバー 参照部門のＩＤ（システムで自動設定されます） 

参照部門 参照部門の名称 

削除フラグ 削除する場合に設定する項目 

 

6. （削除だけ行う場合）削除する参照部門の行のみ残して、それ以外の行を行削除します。 

 

補足 

• 変更・削除も同時に行う場合は、本手順は不要です 

同時に行う方法は「4.1.4. 参照部門の作成・変更・削除を一括で行う」を参照してください 

• 登録済みのデータを残したまま処理を行った場合、CSV ファイルに変更がなければデー

タはそのまま保持されます 

行削除 
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7. 記入例を参照しながら必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

 

記入例（参照部門の削除時） 

固定部門ナンバー 参照部門 削除フラグ 

変更しないでください 変更しないでください 1 

* 半角のみ 

 

8. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

9. 作成した CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 

 

 

10. 選択したファイルを確認し、［設定する］をクリックします。 
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11. ［OK］をクリックします。 

 

 

補足 

以下のような確認メッセージが表示されることがあります。内容を確認して、やり直す場合は

［キャンセル］、処理を実行する場合は［OK］をクリックしてください。 

 

主な確認メッセージ  

内容 確認項目 

ファイル内の参照部門が重複しています。  アップロードした CSV内に同じ参照部門が複数

ある場合に表示されるメッセージです。入力内

容に誤りが無いかご確認ください。 

 

 

12. 部門登録が完了したことを確認し、［部門登録へ］をクリックします。 

 

補足 

登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

固定部門ナンバーが不正です。該当する

レコードがありません。 

ダウンロードした CSVを参考に、登録済みの固

定部門ナンバーを正しく入力してください。 
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13. 部門登録画面で CSVをダウンロードし、登録した内容を確認してください。 
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 参照部門の作成・変更・削除を一括で行う 

参照部門の作成・変更・削除を一度のアップロードで行う手順を説明します。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. ［部門登録］をクリックします。 

 

 

3. ［参照部門を登録する場合はこちら］をクリックします。 

 

 

 

4. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 
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補足 

変更前の情報は復旧できないため、ダウンロードした CSVはバックアップとして別ファイルで

も保存することを推奨します。 

 

 

5. CSV ファイルを開きます。 

 

• 登録済みの参照部門を一覧で確認できます 

 

CSVレイアウト 

項目名 説明 

固定部門ナンバー 参照部門のＩＤ（システムで自動設定されます） 

参照部門 参照部門の名称 

削除フラグ 削除する場合に設定する項目 

 

 

6. 変更・削除をする参照部門の行のみ残して、それ以外の行を行削除します。 

 

 

補足 

登録済みのデータを残したまま処理を行った場合、内容に変更がないデータはそのまま保持

されます。 

行削除 
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7. 各節の記入例を参照しながら必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

 

 

• 作成する場合 ：「4.1.1. 参照部門を作成する」 を参照してください 

• 変更する場合 ：「4.1.2. 参照部門を変更する」 を参照してください 

• 削除する場合 ：「4.1.3. 参照部門を削除する」 を参照してください 

 

 

8. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

9. 作成した CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 

 

 

 

変更する 

削除する 

作成する 
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10. 選択したファイルを確認し、［設定する］をクリックします。 

 

 

11. ［OK］をクリックします。 

 

 

補足 

以下のような確認メッセージが表示されることがあります。内容を確認して、やり直す場合は

［キャンセル］、処理を実行する場合は［OK］をクリックしてください。 

 

主な確認メッセージ  

内容 確認項目 

ファイル内の参照部門が重複しています。  アップロードした CSV内に同じ参照部門が複数

ある場合に表示されるメッセージです。入力内

容に誤りが無いかご確認ください。 

同じ参照部門が既に登録されています。 

 

アップロードした CSVに、既に登録済みの参照

部門がある場合に表示されるメッセージです。 

このまま処理を実行すると、同じ名前の参照部

門が複数作成されることになります。 

 

 

12. 部門登録が完了したことを確認し、［部門登録へ］をクリックします。 
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13. 部門登録画面で CSVを再度ダウンロードし、登録した内容を確認してください。 
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4.2. 参照部門に IDを一括設定する 

参照部門に IDを一括で設定する方法を説明します。 

補足 

ID管理画面で参照部門を個別に設定することも可能です。「5. IDを管理する」を参照してく

ださい。 

 

 参照部門に IDを登録する 

参照部門に IDを登録する手順を説明します。 

本節では、一度のアップロードで、参照部門の登録のみ行う場合について説明します。 

登録・変更・削除を同時に行う方法は「4.2.4. 参照部門に IDを登録・登録済みの IDの変更 

/ 削除を一括で行う」を参照してください。 

 

1. 【事前準備】 

「5.5. IDの情報一覧をダウンロードする」を参照しながら、参照部門を設定する ID情報を

ダウンロードしておきます。 

 

 

2. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

3. ［部門登録］をクリックします。 
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4. ［ID情報に参照部門を設定する場合はこちら］をクリックします。 

 

 

5. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 

 

補足 

変更前の情報は復旧できないため、ダウンロードした CSVはバックアップとして別ファイルで

も保存することを推奨します。 

 

 

6. CSV ファイルを開きます。 

 

• 新規で初めて登録する場合は、ダウンロードした CSV ファイルの［固定ユーザーナンバ

ー］と［受講者名］は空の状態です 

 

 

  



 

   59 ＜ Confidential ＞ © 2022. For information, contact Learning Agency Co., Ltd 

 

• 既に参照部門に登録済みの IDがある場合は、現在の登録内容を一覧で確認できます 

 

CSVレイアウト 

項目名 説明 

固定部門ナンバー 参照部門のＩＤ（システムで自動設定されます） 

参照部門 参照部門の名称 

固定ユーザーナンバー ユーザーのＩＤ（システムで自動設定されます） 

受講者名 ユーザーの氏名 

削除フラグ 削除する場合に設定する項目 

 

 

7. （登録だけ行う場合）IDを登録する参照部門のみ残して、それ以外の行を行削除します。 

 

補足 

• 変更・削除も同時に行う場合は、本手順は不要です 

同時に行う方法は「4.2.4. 参照部門に IDを登録・登録済みの IDの変更削除を一括で

行う」を参照してください 

• 登録済みのデータを残したまま処理を行った場合、CSV ファイルに変更がなければデー

タはそのまま保持されます 

 

 

 

 

行削除 
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8. 記入例を参照しながら必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

* 同じ参照部門に IDを 2つ以上登録する場合は、行を追加してください 

 

 

記入例（参照部門登録時） 

固定部門ナンバー 参照部門 固定ユーザーナンバー 受講者名 削除フラグ 

変更しないで 

ください 

変更しないで 

ください 

［固定ユーザーナンバー

を入力］ 

（参考項目） 

ID一覧の姓＋

名を任意で入力 

0 

* 半角のみ 

 

 

 

補足 

「すべて（すべての参照部門）」を登録したい場合は、固定部門ナンバーに「*（半角）」を入力し

てください。 

 

 

 

9. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

  

CSVに自動登録されている内容を 

そのままにする 

1.【事前準備】でダウンロードした 

ID一覧 CSVからコピーする 
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10. 作成した一括登録用の CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 

 

 

11. 選択したファイルを確認し、［設定する］をクリックします。 

 

 

12. ID部門登録が完了したことを確認し、［部門登録へ］をクリックします。 
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補足 

登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

ファイル内の固定部門ナンバー、固定ユー

ザーナンバーが重複しています。 

アップロードした CSV内に同じ固定部門ナンバ

ー、固定ユーザーナンバーの組み合わせが複

数ある場合に表示されるメッセージです。 

固定部門ナンバーが不正です。該当するレ

コードがありません。 

登録済みの固定部門ナンバーと異なるものが入

力されている場合に表示されるメッセージです。

入力内容を確認し、ダウンロードした CSV ファ

イルに登録されている固定部門ナンバーを入力

してください。 

固定ユーザーナンバーが不正です。該当す

るレコードがありません。 

登録済みの固定ユーザーナンバーと異なるもの

が入力されている場合に表示されるメッセージ

です。入力内容を確認し、ダウンロードした CSV

ファイルに登録されている固定ユーザーナンバ

ーを入力してください。 

 

 

13. ID部門登録画面で CSVをダウンロードし、登録した内容を確認してください。 
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 参照部門に登録済みの IDを変更する 

参照部門に登録されている IDを変更する手順を説明します。 

本節では、一度のアップロードで、参照部門の変更のみ行う場合について説明します。 

登録・変更・削除を同時に行う方法は「4.2.4. 参照部門に IDを登録・登録済みの IDの変更

削除を一括で行う」を参照してください。 

注意 

現在登録済みの参照部門が 1つの場合は、下記の手順で変更を行ってください。 

① 変更先の参照部門に対象ＩＤを登録する（4.2.1 参照部門に IDを登録する） 

② 登録済みの参照部門から対象ＩＤを削除する（4.2.3 参照部門に登録済みの IDを削除

する） 

* 現在登録済みの参照部門は、本節の手順６で確認できます。 

 

 

1. 【事前準備】 

「5.5. IDの情報一覧をダウンロードする」を参照しながら、参照部門を設定する ID情報を

ダウンロードしておきます。 

 

 

2. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

3. ［部門登録］をクリックします。 
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4. ［ID情報に参照部門を設定する場合はこちら］をクリックします。 

 

 

5. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 

 

補足 

変更前の情報は復旧できないため、ダウンロードした CSVはバックアップとして別ファイルで

も保存することを推奨します。 

 

 

6. CSV ファイルを開きます。 

 

• 参照部門に登録済みの ID一覧を確認できます 

 
 

CSVレイアウト 

項目名 説明 

固定部門ナンバー 参照部門のＩＤ（システムで自動設定されます） 

参照部門 参照部門の名称 

固定ユーザーナンバー ユーザーのＩＤ（システムで自動設定されます） 

受講者名 ユーザーの名称 

削除フラグ 削除する場合に設定する項目 
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7. （変更だけ行う場合）［変更する参照部門］と、［変更先の参照部門］のみ残して、それ以外の

行を行削除します。 

 

  

補足 

• 変更・削除も同時に行う場合は、本手順は不要です 

同時に行う方法は「4.2.4. 参照部門に IDを登録・登録済みの IDの変更削除を一括で

行う」を参照してください 

• 登録済みのデータを残したまま処理を行った場合、CSV ファイルに変更がなければデー

タはそのまま保持されます 

 

 

8. 記入例を参照しながら必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

* 変更内容に応じて行を追加してください 

 

 

記入例（参照部門変更時） 

 固定部門ナンバー 参照部門 固定ユーザーナンバー 受講者名 削除フラグ 

変更元 
変更しないで 

ください 

変更しないで 

ください 

変更しないで 

ください 

変更しないで 

ください 

1 

* 半角のみ 

変更先 

変更しないで 

ください 

変更しないで 

ください 

［固定ユーザーナン

バーを入力］ 

（参考項目） 

ID一覧の姓＋

名を任意で入力 

0 

* 半角のみ 

 

 

 

 

行削除 

CSVに自動登録されている内容を 

そのままにする 
CSVからコピーする 

行削除 
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補足 

「すべて（すべての参照部門）」を登録したい場合は、固定部門ナンバーに「*（半角）」を入力し

てください。 

 

 

 

9. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

10. 作成した一括登録用の CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 

 

 

11. 選択したファイルを確認し、［設定する］をクリックします。 
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12. ID部門登録が完了したことを確認し、［部門登録へ］をクリックします。 

 

補足 

登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

ファイル内の固定部門ナンバー、固定ユー

ザーナンバーが重複しています。 

アップロードした CSV内に同じ固定部門ナンバ

ー、固定ユーザーナンバーの組み合わせが複

数ある場合に表示されるメッセージです。 

固定部門ナンバーが不正です。該当するレ

コードがありません。 

登録済みの固定部門ナンバーと異なるものが入

力されている場合に表示されるメッセージです。

入力内容を確認し、ダウンロードした CSV ファ

イルに登録されている固定部門ナンバーを入力

してください。 

固定ユーザーナンバーが不正です。該当す

るレコードがありません。 

登録済みの固定ユーザーナンバーと異なるもの

が入力されている場合に表示されるメッセージ

です。入力内容を確認し、ダウンロードした CSV

ファイルに登録されている固定ユーザーナンバ

ーを入力してください。 

行番号● 本部門を削除するとＩＤの参照部

門が未設定となるため、削除できません。 

変更対象のＩＤに現在登録されている参照部門

が 1つのみの場合に表示されるメッセージで

す。 

この場合、以下の順で設定してください。 

①「変更先の参照部門にＩＤを登録する」（4.2.1） 

②「変更元の参照部門からＩＤ削除する」（4.2.3） 
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13. ID部門登録画面で CSVをダウンロードし、登録した内容を確認してください。 

 

 

 

 参照部門に登録済みの IDを削除する 

参照部門に登録されている IDを削除する手順を説明します。 

本節では、一度のアップロードで、参照部門の削除のみ行う場合について説明します。 

登録・変更・削除を同時に行う方法は「4.2.4. 参照部門に IDを登録・登録済みの IDの変更

削除を一括で行う」を参照してください。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. ［部門登録］をクリックします。 

 

 

3. ［ID情報に参照部門を設定する場合はこちら］をクリックします。 
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4. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 

 

 

補足 

変更前の情報は復旧できないため、ダウンロードした CSVはバックアップとして別ファイルで

も保存することを推奨します。 

 

 

5. CSV ファイルを開きます。 

 

• 参照部門に登録済みの ID一覧を確認できます 

 

 

CSVレイアウト 

項目名 説明 

固定部門ナンバー 参照部門のＩＤ（システムで自動設定されます） 

参照部門 参照部門の名称 

固定ユーザーナンバー ユーザーのＩＤ（システムで自動設定されます） 

受講者名 ユーザーの名称 

削除フラグ 削除する場合に設定する項目 
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6. （削除だけ行う場合）削除する参照部門の行のみ残して、それ以外の行を行削除します。 

  

補足 

• 変更・削除も同時に行う場合は、本手順は不要です 

同時に行う方法は「4.2.4. 参照部門に IDを登録・登録済みの IDの変更削除を一括で

行う」を参照してください 

• 登録済みのデータを残したまま処理を行った場合、CSV ファイルに変更がなければデー

タはそのまま保持されます 

 

 

7. 記入例を参照しながら必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

 

 

記入例（参照部門削除時） 

固定部門ナンバー 参照部門 固定ユーザーナンバー 受講者名 削除フラグ 

変更しないで 

ください 

変更しないで 

ください 

変更しないで 

ください 

変更しないで 

ください 

1 

* 半角のみ 

 

 

8. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

  

行削除 
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9. 作成した一括登録用の CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 

 

 

10. 選択したファイルを確認し、［設定する］をクリックします。 

 

 

11. ID部門登録が完了したことを確認し、［部門登録へ］をクリックします。 
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補足 

登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

ファイル内の固定部門ナンバー、固定ユー

ザーナンバーが重複しています。 

アップロードした CSV内に同じ固定部門ナンバ

ー、固定ユーザーナンバーの組み合わせが複

数ある場合に表示されるメッセージです。 

固定部門ナンバーが不正です。該当するレ

コードがありません。 

登録済みの固定部門ナンバーと異なるものが入

力されている場合に表示されるメッセージです。

入力内容を確認し、ダウンロードした CSV ファ

イルに登録されている固定部門ナンバーを入力

してください。 

固定ユーザーナンバーが不正です。該当す

るレコードがありません。 

登録済みの固定ユーザーナンバーと異なるもの

が入力されている場合に表示されるメッセージ

です。入力内容を確認し、ダウンロードした CSV

ファイルに登録されている固定ユーザーナンバ

ーを入力してください。 

 

 

 

12. ID部門登録画面で CSVをダウンロードし、登録した内容を確認してください。 
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 参照部門に IDを登録・登録済みの IDの変更 / 削除を

一括で行う 

参照部門に IDを登録・参照部門に登録済みの IDの変更・削除を一度のアップロードで行う

手順を説明します。 

 

1. 【事前準備】 

「5.5. IDの情報一覧をダウンロードする」を参照しながら、参照部門を設定する ID情報を

ダウンロードしておきます。 

 

 

2. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

3. ［部門登録］をクリックします。 

 

 

4. ［ID情報に参照部門を設定する場合はこちら］をクリックします。 
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5. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 

 

補足 

変更前の情報は復旧できないため、ダウンロードした CSVはバックアップとして別ファイルで

も保存することを推奨します。 

 

 

6. CSV ファイルを開きます。 

 

• 参照部門に登録済みの ID一覧を確認できます 

 

 

CSVレイアウト 

項目名 説明 

固定部門ナンバー 参照部門のＩＤ（システムで自動設定されます） 

参照部門 参照部門の名称 

固定ユーザーナンバー ユーザーのＩＤ（システムで自動設定されます） 

受講者名 ユーザーの名称 

削除フラグ 削除する場合に設定する項目 
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7. 変更・削除をする参照部門の行のみ残して、それ以外の行を行削除します。 

 

補足 

登録済みのデータを残したまま処理を行った場合、CSV ファイルに変更がなければデータは

そのまま保持されます。 

 

 

8. 各節の記入例を参照しながら必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

 

• 作成する場合 ：「4.2.1. 参照部門に IDを登録する」 を参照してください 

• 変更する場合 ：「4.2.2. 参照部門に登録済みの IDを変更する」 を参照してください 

• 削除する場合 ：「4.2.3. 参照部門に登録済みの IDを削除する」 を参照してください 

 

 

 

 

 

 

行削除 

行削除 
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9. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

10. 作成した一括登録用の CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 

 

 

11. 選択したファイルを確認し、［設定する］をクリックします。 

 

 

12. ID部門登録が完了したことを確認し、［部門登録へ］をクリックします。 
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補足 

登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

ファイル内の固定部門ナンバー、固定ユー

ザーナンバーが重複しています。 

アップロードした CSV内に同じ固定部門ナンバ

ー、固定ユーザーナンバーの組み合わせが複

数ある場合に表示されるメッセージです。 

固定部門ナンバーが不正です。該当するレ

コードがありません。 

登録済みの固定部門ナンバーと異なるものが入

力されている場合に表示されるメッセージです。

入力内容を確認し、ダウンロードした CSV ファ

イルに登録されている固定部門ナンバーを入力

してください。 

固定ユーザーナンバーが不正です。該当す

るレコードがありません。 

登録済みの固定ユーザーナンバーと異なるもの

が入力されている場合に表示されるメッセージ

です。入力内容を確認し、ダウンロードした CSV

ファイルに登録されている固定ユーザーナンバ

ーを入力してください。 

 

 

13. ID部門登録画面で CSVをダウンロードし、登録した内容を確認してください。 
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5. IDを管理する 

本編では、IDの作成や削除など IDの管理方法を説明します。 

補足 

• 本編の操作は、［システム管理者］権限を持つ場合、利用できます 

• 本編は、会場受検・Web受検ともに同じ操作になります 

• システム上では、以下のように読み替えてください 

⚫ 研修 ：他サービスの研修を含む教育サービス全般 

         （Biz SCOREの試験も該当します） 

⚫ 受講者 ：当社が提供する教育サービスを受ける人 

         （Biz SCOREを受検する「受検者」も該当します） 

 

5.1. IDを作成する（個別） 

IDを個別に新規作成する方法を説明します。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID新規登録］をクリックします。 
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2. 項目に情報を入力します 

項目の詳細は、下記の表を参照してください。 

 

 

 

項番 項目 説明 

1 権限・役割 IDに付与する権限を設定する項目です。 

［システム管理者］、［受講管理者］、［受講者］、［受検結果閲覧者］の

なかで、対象 IDに付与したい権限・役割にチェックを入れます。 

1つの IDに対して、複数の権限を設定可能です。必要に応じて設定

してください。 

* 各権限・役割の詳細は、「1.3. 権限・役割ごとにできること」を参照

してください 

 契約中のサービスのみ表示されます 

 

 

 

 

 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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項番 項目 説明 

2 参照部門 試験の予約・受検結果を確認できる範囲を設定する項目です。 

⚫ 受講管理者 IDを作成する場合 

• 設定した参照部門と同じものが設定されている［受講者］の試

験を代理予約できるようになります 

⚫ 受講者 IDを作成する場合 

• ［受講管理者］と同じ参照部門を設定することで、［受講管理

者］が当該 IDの試験を代理予約できるようになります 

• ［受検結果閲覧者］と同じ参照部門を設定することで、［受検

結果閲覧者］が当該 IDの受検結果を確認できるようになりま

す 

⚫ 受検結果閲覧者 IDを作成する場合 

• 設定した参照部門と同じものが設定されている［受講者］の受

検結果を確認できるようになります 

 

参照部門を複数登録する場合は「Shiftキー」あるいは「Ctrlキー」を押

しながら選択してください。 

・ Shiftキー ：連続して並んでいるものをまとめて選択できる 

・ Ctrlキー（Macの場合、commandキー） ：1つずつ選択できる 

3 メールアドレス 

/ ログイン ID 

ID・仮パスワード通知メールや、予約票の送付先メールアドレスを入

力します。 

初期設定では、メールアドレスをログイン ID として使用する設定にな

っています。メールアドレス以外をログイン ID として使用したい場合や

共通のメールアドレスで複数の IDを登録したい場合、［メールアドレス

以外を使用する］にチェックを入れ、下の空欄に任意のログイン IDを

入力します。（半角英数字・記号 100文字まで） 

［使用可能か確認する］をクリックし、その IDが使用可能か確認してく

ださい。 

システム上で既に登録されている ID（他社を含む）は作成できませ

ん。 

4 利用サービス 登録する IDで利用するサービスにチェックを入れます。 

利用サービスは、ご契約いただいているもののみが表示されます。 
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項番 項目 説明 

5 研修予約 試験の予約可否を設定する項目です。 

試験の予約を行う［受講管理者］IDには、チェックが必要です。 

登録する IDで本人に受検の予約をさせない場合、チェックを外しま

す。 

研修予約のチェックを外すと、当該 IDが試験の予約を行おうとした際

に以下のようなメッセージが表示され、試験の予約・日程変更・キャン

セルができなくなります。 

 

* Web受検をする［受講者］は設定不要の項目です。チェックの有無

は問いません 

6 受講・行動報告 対象 IDの利用サービス範囲によって異なります。 

 

⚫ 利用サービスが Biz SCOREのみの場合 

⇒設定不要です。変更しなくても問題ありません 

⚫ その他のサービス（Biz CAMPUSなど）を利用している場合 

⇒該当サービスのマニュアルに従って設定してください 

7 フィードバック 

 

 

3. 全ての設定が終わったら、［登録する］をクリックします。 

 

 

4. ［OK］をクリックします。 
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補足 

システム管理者権限の IDを登録する場合、以下のようなメッセージが表示されます。 

 

 

5. ID・仮パスワード通知メールの送信日時を入力し、［設定する］をクリックします。 

即時で送信したい場合は、［即時］にチェックを入れて［設定する］をクリックします。 

 

 

6. ［OK］をクリックします。 

 

 

7. ID登録が完了したことを確認し、［ID一覧へ］をクリックします。 

 

 

8. ID一覧画面で登録した情報を確認してください。 
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5.2. IDを作成する（一括） 

所定の形式で作成された CSV ファイルを使って、IDを一括で作成します。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一括アップロード］をクリックします。 

 

 

2. ［新規に ID情報を登録する場合はこちら］をクリックします。 

 

 

3. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 

 

 

4. CSV ファイルを開きます。 

 

出力例 
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5. ダウンロードした CSV ファイルに必要事項を入力し、任意の場所に保存します。 

 

項目名 必須 説明 

固定ユーザーナンバー － 入力不要 

ログイン ID ○ 最大半角英数字 100文字 

姓 ○ 最大全角 40文字（漢字、カナ、英字、数字） 

名 ○ 最大全角 40文字（漢字、カナ、英字、数字） 

姓カナ 
－ 

最大全角 40文字（カナ） 

* 全角カタカナ以外はエラー 

名カナ 
－ 

最大全角 40文字（カナ） 

* 全角カタカナ以外はエラー 

部署 
－ 

最大全角・半角 100文字 

* 半角入力可 

メールアドレス ○ 最大半角英数字・記号 100文字 

権限・役割 

（システム管理者） 

△ 

0：なし 

1：あり 

* 未入力の場合は「0：なし」で自動設定 

* 操作権限 4種のうち１つ以上の「1：あり」が必要 

権限・役割 

（受講管理者） 

権限・役割 

（受講者） 

権限・役割 

（受検結果閲覧者） 

オプション 

（研修予約） 
－ 

0：予約不可 

1：予約可 

* 未入力の場合は「1：予約可」で自動設定 

オプション 

（受講・行動報告） 
－ 対象 IDの利用サービス範囲によって異なります 

⚫ 利用サービスが Biz SCOREのみの場合 

⇒設定不要です。変更しなくても問題ありません 

⚫ その他のサービス（Biz CAMPUSなど）を利用している場

合 

⇒該当サービスのマニュアルに従って設定してください 

オプション 

（フィードバック） 
－ 

オプション 

（followUP） 
－ 



 

   85 ＜ Confidential ＞ © 2022. For information, contact Learning Agency Co., Ltd 

 

項目名 必須 説明 

退職フラグ － 

0：退職していない 

1：退職している 

* 未入力の場合は「0：退職していない」で自動設定 

変更後ログイン ID － 入力不要 

利用サービス 

（Biz SCORE Basic

（会場）） 
◯ 

0：なし 

1：あり 

 

* 「1：あり」を設定したサービスのみ利用可能 

* 未入力の場合は「0：なし」で自動設定 

* 利用サービスの中で 1個以上の「1：あり」が必要 

* 契約中のサービスのみ CSV ファイルに項目が表示 

利用サービス 

（Biz SCORE Web 

Ticket） 

 

 

6. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

7. 作成した一括登録用の CSV ファイルを選択し、［開く］をクリックします。 
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8. 選択したファイルを確認し、［メール送信日時設定へ］をクリックします。 

 

 

9. ［OK］をクリックします。 

 

 

10. ID・仮パスワード通知メールの送信日時を入力し、［設定する］をクリックします。 

即時で送信したい場合は、［即時］にチェックを入れて、［設定する］をクリックします。 

 

 

11. ［OK］をクリックします。 

 

 

12. ID登録が完了したことを確認し、［ID一覧へ］をクリックします。 
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13. ID一覧画面で、登録した情報を確認してください。 

 

14. 「4.2. 参照部門に IDを一括設定する」を参照しながら、登録した IDに参照部門を設定して

ください。 

注意 

IDの一括作成では、IDに参照部門は登録されません。 

Biz SCOREを受検するためには、参照部門の登録が必要です。 

 

補足 

IDの登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

同じログイン IDが既に登録済みです。 システム上で既に登録されている ID（他社を含

む）ですので、別の IDでご登録ください。 

利用サービスは、いずれかにチェックを入

れてください。 

利用サービス列に 0または 1をご入力ください。 

* 複数サービスご契約いただいている場合は、必

ず 1つ以上のサービスに 1を入力してください 

CSV ファイル以外をインポートすることは

できません。 

ファイルの種類が CSV（コンマ区切り）形式である

かご確認ください。 

ファイル形式が Excelなどのほかの形式になって

いる場合は、アップロードができません。 

登録ファイルは必ず入力する必要がありま

す。 

ファイルが添付されているかご確認ください。 

ログイン IDが不正です。該当するレコード

がありません。 

［ログイン ID］に半角スペースや全角文字が含ま

れていないかご確認ください。 
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5.3. IDの情報を変更する（個別） 

登録済み ID情報を、個別に変更する方法を説明します。 

注意 

変更した情報は復旧できないため、事前に IDの情報一覧をダウンロードし、バックアップとし

て保存することを推奨します。IDの情報一覧ダウンロードについては、「5.5. IDの情報一覧

をダウンロードする」を参照してください。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. 変更対象の IDの［変更］をクリックします。 

 

補足 

 対象 IDに予約中の試験がある場合は、利用サービスの変更はできません 

予約済みの試験を受検するか、キャンセルをしてから再度変更の手続きをしてください 

 ID情報を一括変更する場合については、「5.4.  IDの情報を変更する（一括）」を参照くだ

さい 

 退職しているユーザーの IDの場合、「退職している」にチェックを入れます 
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3. 必要事項を修正し、［変更する］をクリックします。 

各項目の詳細は、｢5.1. IDを作成する（個別）｣を参照してください。 

 

 

 

 

4. ［OK］をクリックします。 
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5. IDの情報変更が完了したことを確認し、［ID一覧へ］をクリックします。 

 

 

6. ID一覧画面で変更した情報を確認してください。 

 

注意 

• 「Biz SCORE Basic（会場）」「Biz SCORE Web Ticket」をともにご契約されているお客さ

まで、対象 IDの受検形態を変更される場合は以下を参考にしてください 

 

⚫ 会場受検からWeb受検への変更 

・ 利用サービスで「Biz SCORE Web Ticket」を選択してください 

ただし、対象 IDに予約中の試験がある場合は、利用サービスの変更はできませ

ん。予約済みの試験を受検する、もしくは予約済みの試験をキャンセルをしてか

ら、再度利用サービスを変更してください 

・ Web受検のユーザーに変更後、試験の代理予約をしてください 

操作方法は「6.2. マイメンバーの試験を代理予約する」をご確認ください 

 

⚫ Web受検から会場受検への変更 

・ 利用サービスで「Biz SCORE Basic（会場）」を選択してください 

ただし、対象 IDに予約中の試験がある場合は、利用サービスの変更はできませ

ん。予約済みの試験を受検する、もしくは予約済みの試験をキャンセルをしてか

ら再度利用サービスを変更してください 

 

• ログイン IDが変更になった場合のみ、システムからメールが送信されます 

その他の重要情報が変更になった場合は、お手数ですが貴社内にて変更内容の周知を

してください 
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5.4. IDの情報を変更する（一括） 

所定の形式で作成された CSV ファイルを使って、ID情報を一括で変更します。 

注意 

・ この一括変更では、新たな IDを登録することはできません。IDを新規作成する場合は、

「5.2. ID情報を作成する（一括）」を参照してください 

・ 変更前の情報は復旧できないため、事前に IDの情報一覧をダウンロードし、バックアップと

して保存することを推奨します。IDの情報一覧ダウンロードについては、「5.5. IDの情報一

覧をダウンロードする」を参照してください 

・ この一括変更では、参照部門の変更はできません。IDに登録済みの参照部門を変更・削

除する場合は、「4.2. 参照部門に IDを一括設定する」を参照してください 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一括アップロード］をクリックします。 

 

 

2. ［登録済の ID情報を変更する場合はこちら］をクリックします。 

 

 

3. ページ上部の［ダウンロード］をクリックします。 

 

 

4. CSV ファイルを開きます。 
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5. ダウンロードした CSV ファイルを開き、必要箇所を修正し、任意の場所に保存します。 

 

項目名 必須 説明 

ログイン ID ○ 
最大半角英数字 100文字 

* IDを変更する場合も、現状のログイン IDを入力 

姓 ○ 最大全角 40文字（漢字、カナ、英字、数字） 

名 ○ 最大全角 40文字（漢字、カナ、英字、数字） 

姓カナ － 
最大全角 40文字（カナ） 

* 全角カタカナ以外はエラー 

名カナ － 
最大全角 40文字（カナ） 

* 全角カタカナ以外はエラー 

部署 － 
最大全角・半角 100文字 

* 半角入力可 

メールアドレス ○ 最大半角英数字・記号 100文字 

権限・役割 

（システム管理者） 

△ 

0：なし 

1：あり 

* 未入力の場合は「0：なし」で自動設定 

* 操作権限 4種のうち１つ以上の「1：あり」が必要 

権限・役割 

（受講管理者） 

権限・役割 

（受講者） 

権限・役割 

（受検結果閲覧者） 

オプション 

（研修予約） 
－ 

0：予約不可 

1：予約可 

* 未入力の場合は「1：予約可」で自動設定 

オプション 

（受講・行動報告） 
－ 

対象 IDの利用サービス範囲によって異なります 

⚫ 利用サービスが Biz SCOREのみの場合 

⇒設定不要です。変更しなくても問題ありません 

⚫ その他のサービス（Biz CAMPUSなど）を利用している場合 

⇒該当サービスのマニュアルに従って設定してください 

オプション 

（フィードバック） 
－ 

オプション 

（followUP） 
－ 
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項目名 必須 説明 

退職フラグ － 

0：退職していない 

1：退職している 

* 未入力の場合は「0：退職していない」で自動設定 

変更後ログイン ID △ ログイン IDを変更する場合のみ入力必須 

利用サービス 

（Biz SCORE Basic

（会場）） 
◯ 

0：なし 

1：あり 

 

* 「1：あり」を設定したサービスのみ利用可能 

* 未入力の場合は「0：なし」で自動設定 

* 利用サービスの中で 1個以上の「1：あり」が必要 

* 契約中のサービスのみ CSV ファイルに項目が表示 

利用サービス 

（Biz SCORE Web 

Ticket） 

 

 

6. ページ下部の［ファイルを選択］をクリックします。 

 

 

7. 作成した一括変更用のファイルを選択し、［開く］をクリックします。 
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8. 選択したファイルを確認し、［メール送信日時設定へ］をクリックします。 

 

 

9. ［OK］をクリックします。 

 

 

10. ID・仮パスワード通知メールの送信日時を入力し、［設定する］をクリックします。 

即時で送信したい場合は、［即時］にチェックを入れて、［設定する］をクリックします。 

 

 

11. ［OK］をクリックします。 
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注意 

• 変更対象 IDのうち、仮パスワード変更前のユーザーには、ID・仮パスワード通知メール

が送信されます 

 

• 「Biz SCORE Basic（会場）」「Biz SCORE Web Ticket」をともにご契約されているお客さ

まで、対象 IDの受検形態を変更される場合は以下を参考にしてください 

 

⚫ 会場受検からWeb受検への変更 

・ 利用サービスで「Biz SCORE Web Ticket」を選択してください 

ただし、対象 IDに予約中の試験がある場合は、利用サービスの変更はできませ

ん。予約済みの試験を受検する、もしくは予約済みの試験をキャンセルをしてか

ら、再度利用サービスを変更してください 

・ Web受検のユーザーに変更後、試験の代理予約をしてください 

操作方法は「6.2. マイメンバーの試験を代理予約する」をご確認ください 

 

⚫ Web受検から会場受検への変更 

・ 利用サービスで「Biz SCORE Basic（会場）」を選択してください 

ただし、対象 IDに予約中の試験がある場合は、利用サービスの変更はできませ

ん。予約済みの試験を受検する、もしくは予約済みの試験をキャンセルをしてか

ら再度利用サービスを変更してください 

 

 

 

12. IDの情報変更が完了したことを確認し、［ID一覧へ］をクリックします。 

 

 

13. ID一覧画面で、変更した情報を確認してください。 
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注意 

・ ログイン IDが変更になった場合は、変更になった全ユーザーへシステムからメールが送

信されます 

その他の重要情報が変更になった場合は、お手数ですが貴社内にて変更内容の周知を

してください 

 

補足 

IDの登録内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されます。 

 

主なエラーメッセージ 

エラーメッセージ 確認項目 

同じログイン IDが既に登録済みです。 システム上で既に登録されている ID（他社を含

む）ですので、別の IDでご登録ください。 

利用サービスは、いずれかにチェックを入

れてください。 

利用サービス列に 0または 1をご入力ください。 

* 複数サービスご契約いただいている場合は、

必ず 1つ以上のサービスに 1を入力してください 

CSV ファイル以外をインポートすることはで

きません。 

ファイルの種類が CSV（コンマ区切り）形式であ

るかご確認ください。 

ファイル形式が Excelなどのほかの形式になっ

ている場合は、アップロードができません。 

登録ファイルは必ず入力する必要がありま

す。 

ファイルが添付されているかご確認ください。 

ログイン IDが不正です。該当するレコード

がありません。 

［ログイン ID］が、現在ご登録いただいている ID

と同じかご確認ください。 

また、［ログイン ID］に半角スペースや全角文字

が含まれていないかご確認ください。 
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5.5. IDの情報一覧をダウンロードする 

登録済みの ID情報の一覧を CSV ファイルでダウンロードする方法を説明します。 

 

 IDの情報一覧ダウンロード（一部の ID情報のみ） 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. 部署や役職などを検索ボックスに入力して、検索します。 

 

 

3. ［ID一覧ダウンロード］をクリックします。 

 

補足 

画面上で表示されている IDの情報だけを一括でダウンロードすることができます。 
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4. CSV ファイルがダウンロードされます。 

 

 

 

 IDの情報一覧ダウンロード（全ての ID情報） 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. ［ID一覧ダウンロード］をクリックします。 

 

 

3. CSV ファイルがダウンロードされます。 
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5.6. IDを削除する 

登録済みの IDを削除する方法を説明します。 

注意 

IDを削除すると、受講履歴も含め対象 ID情報が完全に削除されます。 

ID情報や受検履歴は残してシステムの利用だけを停止する場合は、「5.3.  IDの情報を変

更する（個別）」で［退職］項目にチェックを入れ、IDの削除は行わないでください。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. 削除対象の IDの左にあるチェックボックスにチェックを入れて、［削除］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

ID情報を削除したいユーザーを選択 

 

表示されているすべてのユーザーを選択 
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3. 削除する IDを確認し、［削除する］をクリックします。 

 

 

4. ［OK］をクリックします。 

 

 

5. IDが削除できたことを確認し、［ID一覧へ］をクリックします 

 

 

6. ID一覧画面で情報が削除されたことを確認してください。 
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5.7. ID・仮パスワード通知メールを再送する 

仮パスワードから変更していない対象者へ初回登録メールを再送する方法を説明します。 

なお、利用状況が「利用中」の受講者に対しては、ID・仮パスワードの送信はできません。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. 任意の IDを選択し、［ID・仮パスワード再送］をクリックします。 

 

 

3. 送信確認画面が表示されます。送信先を確認し、［送信する］をクリックします。 
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4. ［OK］をクリックします。 

 

 

5. メールが送信されたことを確認します。 

 

補足 

メールは即時で送信されます。 
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6. 試験を予約する 

Biz SCOREの予約方法は、「受講者本人による予約」「受講管理者による代理予約」の 2通

りの方法があります。 

本編では、受講管理者が受講者の試験を予約する方法について説明します。 

本人予約の方法については、「ユーザーマニュアル Biz SCORE受検者（受講者）編」を参

照してください。 

 

試験の予約は、マイメンバー機能を使って代理予約します。 

 

操作内容によって必要な権限が異なりますので、対象の権限を持つ管理者 IDから操作して

ください。 

 

操作 権限・役割 

システム管理者 受講管理者 

マイメンバーの管理 〇 

*代理登録 

〇 

マイメンバーの登録状況確認 〇 - 

マイメンバーの試験を代理予約 - 〇 

マイメンバーの試験を代理予約・変更・キャンセル - 〇 

マイメンバーの予約・受検の状況を確認 - 〇 

 

補足 

システム上では、以下のように読み替えてください。 

⚫ 研修 ：他サービスの研修を含む教育サービス全般 

         （Biz SCOREの試験も該当します） 

⚫ 受講者 ：当社が提供する教育サービスを受ける人 

         （Biz SCOREを受検する「受検者」も該当します） 
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6.1. マイメンバーを管理する 

受講管理者のマイメンバーを登録・管理する方法について説明します。 

 

 自分のマイメンバーを登録する 

受講管理者が、マイメンバーを登録する方法について説明します。 

補足 

• 本節の操作は、［受講管理者］権限を持つ場合、利用できます 

• 会場受検・Web受検ともに同じ操作になります 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［マイメンバー管理］をクリックします。 

 

 

2. マイメンバーを選択します。 

全受講者を一覧表示するには、検索ボックスは空欄のまま検索します。 
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3. 表示された受講者の中からマイメンバーを選択し、［マイメンバーを登録する］をクリックしま

す。 

 

 

4. ［OK］をクリックします。 

 

 

5. マイメンバーの登録が完了したことを確認します。 

 

注意 

Biz SCOREの試験の場合、マイメンバーと受講管理者の「参照部門」が異なると、試験の代

理予約をすることはできません。 

登録されている参照部門を確認する場合は、「4.2. 参照部門に IDを一括設定する」を参照

してください。 

マイメンバーを選択 

 

登録されているすべての受講者、または検索結果の受講者 

 

マイメンバーとして選択した受講者 

 

選択した受講者を 

マイメンバー解除 

 

表示されているすべての受講者をマイメンバー選択 

 



 

   106 ＜ Confidential ＞ © 2022. For information, contact Learning Agency Co., Ltd 

 

 受講管理者のマイメンバーを代理登録する 

システム管理者が、受講管理者のマイメンバーを代理登録する方法について説明します。 

補足 

• 本節の操作は、［システム管理者］権限を持つ場合、利用できます。 

• 会場受検・Web受検ともに同じ操作になります。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［マイメンバー代理登録］をクリックします。 

 

 

2. 全受講管理者を一覧表示するには、検索ボックスは空欄のまま検索します。 

氏名や部署で絞り込んで一覧表示するには、検索ボックスに条件を入力して検索 

します。 

 

注意 

受講管理者権限が付与されている IDのみ、検索結果に表示されます。権限の付与について

は、「5.1. IDを作成する（個別）」を参照してください。 
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3. 表示された受講管理者の中から、マイメンバーを代理登録する受講管理者を選択し、［次

へ］をクリックします。 

 

 

4. 表示された受講者の中から、選択した受講管理者のマイメンバーを選択し、［マイメンバーを

登録する］をクリックします。 

 

 

5. ［OK］をクリックします。 

 

 

 

 

 

マイメンバーを選択 

 

登録されているすべての受講者、または検索結果の受講者 

 

マイメンバーとして選択した受講者 

 

選択した受講者を 

マイメンバー解除 

 

表示されているすべての受講者をマイメンバー選択 
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6. 選択した受講管理者のマイメンバーの代理登録が完了したことを確認します。 

 

注意 

Biz SCOREの試験の場合、マイメンバーと受講管理者の「参照部門」が異なると、試験の代

理予約をすることはできません。 

登録されている参照部門を確認する場合は、「4.2. 参照部門に IDを一括設定する」を参照

してください。 

 

  



 

   109 ＜ Confidential ＞ © 2022. For information, contact Learning Agency Co., Ltd 

 

 マイメンバーの登録状況を確認する 

システム管理者が、受講管理者のマイメンバーを確認する方法について説明します。 

補足 

• 本節の操作は、［システム管理者］権限を持つ場合、利用できます 

• 会場受検・Web受検ともに同じ操作になります 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［ID一覧］をクリックします。 

 

 

2. ［マイメンバー登録状況ダウンロード］をクリックします。 

 

 

3. CSV ファイルがダウンロードされます。 

ＣＳＶの一例 

 

注意 

CSV ファイルを利用して一括でマイメンバーの登録状況を変更することはできません。 
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6.2. マイメンバーの試験を代理予約する 

マイメンバーの試験を予約する方法について説明します。 

注意 

Biz SCOREの試験の場合、マイメンバーと受講管理者の「参照部門」が異なると、試験の代

理予約をすることはできません。 

登録されている参照部門を確認する場合は、「4.2. 参照部門に IDを一括設定する」を参照

してください。 

 

補足 

• 本章の操作は、［受講管理者］権限を持つ場合、利用できます 

• 会場受検・Web受検ともに同じ方法で予約をします 

 

1. ページ上部の［研修一覧］にカーソルを合わせ、試験の開催場所を選択します。 

⚫ 会場受検 ：受検する会場の地域を選択 

⚫ Web受検 ：「東京」を選択 
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2. ［キーワード］の欄に試験名やキーワードを入力するか、詳細条件を設定して、試験を絞り込

みます。 

 

補足 

以下の条件を設定することで、Biz SCOREの試験を絞り込むことができます。  

・ 研修形態 ：［会場受検］もしくは［WEB受検］ 

・ カテゴリ  ：［Biz SCORE］ 

 

 

3. 予約したい試験の、［日程確認（予約可）］をクリックします。 
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4. 予約したい日程の［利用企業予約］を選択します。 

• 会場受検の場合 

 

• Web受検の場合 

 

補足 

受講管理者が受講者権限を持っている場合は、予約方法選択画面が表示されます。 

［代理予約の方はこちら］をクリックしてください。 
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5. 受講させたいマイメンバーを選択します。 

すべてのマイメンバーを一覧表示するには、検索ボックスは空欄のまま検索します。 

氏名や部署で絞り込んで一覧表示するには、検索ボックスに条件を入力して検索します。 

 

注意 

以下に該当する場合は、予約エラーとなり、試験の代理予約ができません。 

• マイメンバーに登録していない受講者 

• 受講管理者と参照部門が異なるマイメンバー 

 

 

 

6. 表示されたマイメンバーの中から受講者を選択し、［予約内容確認］をクリックします。 
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補足 

代理予約する受講者の参照部門が異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。  

 

主なエラーメッセージ 

エラー内容 確認項目 

{受講者の氏名}様は参照部門が異なるた

め、予約する権限がありません。管理者にご

確認ください。 

代理予約を行うことができるのは、受講管理者

と同じ参照部門を登録している受講者のみで

す。受講者と参照部門が同じである受講管理者

から代理予約を行ってください。 

 

登録されている参照部門を確認する場合は、

「4.2. 参照部門に IDを一括設定する」を参照し

てください。 

 

 

7. 予約内容を確認し、［予約を確定する］をクリックします。 

• 会場受検の場合 
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• Web受検の場合 

 

 

8. ［OK］をクリックします。 

 

 

9. 代理予約が完了したことを確認します。 

 

補足 

代理予約が完了すると、予約した受講者のメールアドレスに次の件名のメールが送られま

す。 

• 会場受検の場合 ：【QR コード予約票のご案内】会場受付で QR コードをご提示く

ださい 

• Web受検の場合 ：【お申込完了のご案内】 
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6.3. マイメンバーの試験の日程を変更する 

マイメンバーの試験の予約日程を変更する方法について説明します。 

補足 

• 本章の操作は、［受講管理者］権限を持つ場合、利用できます。 

• 会場受検・Web受検ともに同じ操作になります。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

 

2. ［受検管理者ページ］をクリックします。 

 

 

3. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 

 

 

4. ［予約・受検状況］の［予約済み］をクリックします。 
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5. 表示された詳細情報から、日程変更したい受講者名・試験名の左にある［日時変更］をクリッ

クします。 

 

注意 

試験の日程変更は、必ず以下の期限までに行ってください。 

・ 会場受検 ：前日まで 

・ Web受検 ：基本的には必要ありません 

* 予約済みの試験の開催期間を過ぎた場合は、受検できません。日程の変更が必要に

なります 

 

 

6. 空き状況を確認し、変更したい日程の［日程変更をする］をクリックします。 

  

補足 

試験の日程変更を行うと、変更前の日程での予約は自動的にキャンセルされます。 
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7. 変更後の日程を確認し、［日程変更を確定する］をクリックします。 

 

 

8. ［OK］をクリックします。 

 

 

9. 日程変更が完了したことを確認します。 

 

補足 

日程変更が完了すると、受講者のメールアドレス宛に次の件名のメールで新しい日程の予約

票が送られます。 

• 会場受検の場合 ：【日程変更のご案内】「QR コード予約票」を会場受付でご提示

ください 

• Web受検の場合 ：【日程変更完了のご案内】 
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6.4. マイメンバーの試験をキャンセルする 

マイメンバーの試験をキャンセルする方法について説明します。 

補足 

• 本章の操作は、［受講管理者］権限を持つ場合、利用できます 

• 会場受検・Web受検ともに同じ操作になります 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

 

2. ［受検管理者ページ］をクリックします。 

 

 

3. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 

 

 

4. ［予約・受検状況］の［予約済み］をクリックします。 
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5. 表示された詳細情報から、キャンセルしたい受講者名・試験名の左にある［キャンセル］をク

リックします。 

 

注意 

試験のキャンセルは、必ず以下の期限までに行ってください。 

・ 会場受検 ：前日まで 

・ Web受検 ：基本的には必要ありません 

* 予約済みの試験の開催期間を過ぎた場合は、受検できません。「6.3. マイメンバーの

試験の日程を変更する」から受検する試験を変更してください 

 

補足 

Web受検で使用するチケットの消化タイミングは、試験画面で受検を開始する時です。 
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6. 試験・日時に間違いがないか確認し、［キャンセル］をクリックします。 

 

 

7. ［OK］をクリックします。 

 

 

8. キャンセルが完了したことを確認します。 

 

補足 

キャンセルが完了すると、受講者のメールアドレス宛に、キャンセルを通知するメールが送信

されます。 

• 件名 ：予約キャンセルのご連絡 

 

  



 

   122 ＜ Confidential ＞ © 2022. For information, contact Learning Agency Co., Ltd 

 

6.5. マイメンバーの予約票を再送する 

予約済みの試験の予約票を再送する方法について説明します。 

補足 

本章の操作は、［受講管理者］権限を持つ場合、利用できます。 

 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

 

2. ［受検管理者ページ］をクリックします。 

 

 

3. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 

 

 

4. ［予約・受検状況］の［予約済み］をクリックします。 
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5. 表示された詳細情報から、予約票を再送したい受講者名・試験名の左にある［予約票再送］

をクリックします。 

 

 

6. ［OK］をクリックします。 

 

補足 

予約した受講者のメールアドレス宛に次の件名のメールが送られます。 

• 会場受検の場合 ：【QR コード予約票のご案内】会場受付で QR コードをご提示く

ださい 

• Web受検の場合 ：【お申込完了のご案内】 
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6.6. マイメンバーの受検状況を確認する 

試験の予約状況・受検状況を確認する方法について説明します。 

補足 

• 本章の操作は、［受講管理者］、［受検結果閲覧者］のどちらかの権限を持つ場合、利用

できます 

• 会場受検・Web受検ともに同じ操作になります 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

 

2. ［受検管理者ページ］をクリックします。 

 

 

3. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 
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4. 確認したい項目をクリックします。 

 
  

 1  

  3 

2 

4 
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 予約 

項番 説明 

1 試験をブックマーク済みで、試験をまだ予約していない受講者数 

2 試験を予約済みで、未受検の受講者数 

補足 

Web受検の場合、チケットは消化されていないデータです。 

 

 

［未予約］［予約済み］が 1件以上ある場合、クリックができます。 

 

 

クリックすると、対象の情報が表示されます。 

 

• 未予約（試験をブックマーク済み、かつ未予約の状態） 

 

 

• 予約済み（試験を予約済み、かつ未受検の状態） 
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補足 

• キーワードを入力すると、情報の絞り込みができます 

 

• 未予約の一覧から、［予約］をクリックすると試験の予約ができます 

予約の詳細は、「6.2. マイメンバーの試験を代理予約する」を参照してください 

 

• 予約済みの一覧から、試験のキャンセル・日時変更・予約票の再送ができます 

詳細は下記を参照してください 

⚫ 試験のキャンセル 「6.4. マイメンバーの試験をキャンセルする」 

⚫ 試験の日時変更 「6.3. マイメンバーの試験の日程を変更する」 

⚫ 予約票の再送 「6.5. マイメンバーの予約票を再送する」 

 

注意 

受講管理者権限がない場合、［予約］、［キャンセル］［日時変更］［予約票の再送］は表示され

ません。 
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 受検 

項番 説明 

3 現在、試験を受検中の受講者数 

4 受検が終了している受講者数 

 

補足 

Web受検の場合、チケットを消化済みのデータです。 

 

 

［受検中］［受検済み］が 1件以上ある場合、クリックができます。 

 

 

クリックすると、対象の情報が表示されます。 

 

⚫ 受検中（現在、試験を受検中の状態） 

 

 

⚫ 受検済み（試験の受検が完了している状態） 
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補足 

• キーワードを入力すると、情報の絞り込みができます 

 

• 受検済みの一覧から、受検結果シートのダウンロード・フィードバックシートのダウンロー

ドができます（受検結果閲覧者権限が必要です）。 

詳細は下記を参照してください。 

 

⚫ 受検結果シートのダウンロード 「7.2.2. 受検結果シートをダウンロードする」 

⚫ フィードバックシートのダウンロード 「7.2.3. フィードバックシートをダウンロードす

る」 

 

注意 

受検結果閲覧者権限がない場合、［受検結果シート］［フィードバックシート］は表示されませ

ん。 

 

 

 

 

 



 

   130 ＜ Confidential ＞ © 2022. For information, contact Learning Agency Co., Ltd 

 

7. 試験の結果を確認する 

本編では、受検結果閲覧者が受講者の受検結果を確認する方法について説明します。 

補足 

本編の操作は、［受検結果閲覧者］権限を持つ場合、利用できます。 

 

7.1. 会社全体の受検結果を確認する 

会社全体の受検結果を PDFで出力する方法を説明します。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

補足 

受講管理者の権限を持つ IDの場合は、下記のメニューが表示されます。 

［受検管理者ページ］をクリックしてください。 

 

 

2. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 
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3. ［表示期間］から、対象の年度を選択します。 

 

 

4. ページ下部にある［会社全体の結果を見る］ボタンをクリックします。 

 

 

5. 会社全体の受検結果の PDF ファイルが、ダウンロードされます。 

 

補足 

算出されるスコアは、［会社全体の結果を見る］をクリックするタイミングを基準とした、直近の

受検日までの累積受検データです。 
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7.2. 参照部門の受検結果を確認する 

受検結果閲覧者が設定されている参照部門の、受講者の受検結果を確認する方法を説明し

ます。 

補足 

受検結果閲覧者は、同じ参照部門が IDに設定されている受講者の受検結果を確認すること

ができます。 

受検結果閲覧者の参照部門を確認・設定する方法は、「4.2. 参照部門に IDを一括設定す

る」を参照してください（システム管理者権限が必要です）。 

 

 受検結果を CSVで確認する 

同じ参照部門に登録されている受講者の、試験の受検結果を CSVで出力する方法を説明し

ます。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

補足 

受講管理者の権限を持つ IDの場合は、下記のメニューが表示されます。 

［受検管理者ページ］をクリックしてください。 
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2. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 

 

 

3. ［表示期間］から、対象の年度を選択します。 

 

 

4. ［条件を絞り込む］をクリックすると、詳細条件の設定項目が表示されます。必要に応じて検

索条件を絞り込んでください。 

絞り込みをしない場合は、［表示期間］に受検されたすべてのデータが検索対象となります。 

 

補足 

参照部門は、IDに設定されている参照部門のみ表示されます。 
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5. ［受検結果 CSV］をクリックします。 

 

 

6. CSVがダウンロードされます。 
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 受検結果シートをダウンロードする 

同じ参照部門に登録されている受講者の受検結果シートを、ダウンロードする方法を説明し

ます。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

補足 

受講管理者の権限を持つ IDの場合は、下記のメニューが表示されます。 

［受検管理者ページ］をクリックしてください。 

 

 

 

2. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 

 

 

3. ［表示期間］から、対象の年度を選択します。 
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4. ［条件を絞り込む］をクリックすると、詳細条件の設定項目が表示されます。必要に応じて検

索条件を絞り込んでください。 

絞り込みをしない場合は、［表示期間］に受検されたすべてのデータが検索対象となります。 

 

補足 

参照部門は、IDに設定されている参照部門のみ表示されます。 

 

5. ［予約・受検状況］の［受検済み］をクリックします。 

 

 

6. 受検結果をダウンロードしたい受講者名・試験名の横にあるチェックボックスにチェックを入

れ、［受検結果シート］をクリックします。 

 

ダウンロードする受検結果を選択 

表示されているすべての受検結果を選択/解除 
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注意 

一度にダウンロードできるのは最大 100件までです。 

 

 

7. 受検結果シートがダウンロードされます。 

受検結果シートイメージ

 

補足 

・ 「重点テーマとあなたへのおすすめ研修」シートは、企業の設定状況によって表示されな

い場合があります。詳細は、貴社のシステム担当者にご確認ください 

・ ダウンロードファイルは、zip ファイル形式です 
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 フィードバックシートをダウンロードする 

同じ参照部門に登録されている受講者のフィードバックシートを、ダウンロードする方法を説

明します。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

補足 

受講管理者の権限を持つ IDの場合は、下記のメニューが表示されます。 

［受検管理者ページ］をクリックしてください。 

 

 

 

2. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 

 

 

3. ［表示期間］から、対象の年度を選択します。 
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4. ［条件を絞り込む］をクリックすると、詳細条件の設定項目が表示されます。必要に応じて検

索条件を絞り込んでください。 

絞り込みをしない場合は、［表示期間］に受検されたすべてのデータが検索対象となります。 

 

補足 

参照部門は、IDに設定されている参照部門のみ表示されます。 

 

5. ［予約・受検状況］の［受検済み］をクリックします。 
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6. フィードバックシートをダウンロードしたい受講者名・試験名の横にあるチェックボックスにチ

ェックを入れ、［フィードバックシート］をクリックします。 

 

 

注意 

一度にダウンロードできるのは最大 100件までです。 

 

 

7. フィードバックシートがダウンロードされます。 

フィードバックシートイメージ 

  

補足 

ダウンロードファイルは、zip ファイル形式です。 

ダウンロードする受検結果を選択 

表示されているすべての受検結果を選択/解除 
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8. おすすめ研修を確認する 

Biz SCORE Basic の受検結果シートには、受検結果や年齢・役職などをふまえて、おすす

め研修が表示されます。 

本編では、受講者におすすめされた研修を受検結果閲覧者が確認する方法について説明し

ます。 

注意 

Biz SCORE Basicをご利用中の企業が対象です 

補足 

・ 本編の操作は、［受検結果閲覧者］権限を持つ場合、利用できます 

・ おすすめ研修は、企業の設定状況によって表示されない場合があります。 

詳細は、貴社のシステム担当者にご確認ください 

 

8.1. おすすめ研修を CSVで確認する 

同じ参照部門に登録されている受講者におすすめされた研修を CSVで出力する方法を説明

します。 

 

1. ［管理者機能］にカーソルを合わせ、［管理者ページ］をクリックします。 

 

補足 

受講管理者の権限を持つ IDの場合は、下記のメニューが表示されます。 

［受検管理者ページ］をクリックしてください。 
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2. ［サービス］から、対象のサービスを選択します。 

 

 

3. ［表示期間］から、対象の年度を選択します。 

 

 

4. ［条件を絞り込む］をクリックすると、詳細条件の設定項目が表示されます。必要に応じて検

索条件を絞り込んでください。 

絞り込みをしない場合は、［表示期間］に受検されたすべてのデータが検索対象となります。 

 

補足 

参照部門は、IDに設定されている参照部門のみ表示されます。 

 

5. ［おすすめ研修 CSV］をクリックします。 

 

 

6. CSVがダウンロードされます。 
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補足 

おすすめ研修 CSVの出力項目の詳細は、下記を参照ください。 

 

項目名 説明 

固定ユーザーナンバー 受検者の固定ユーザーナンバー 

ログイン ID 受検者のログイン ID 

受講者 ID 受検毎に発行される ID 

氏名 受検者の氏名 

職種 受検時に選択した職種 

参照部門 受検時に選択した参照部門 

役職 受検時に選択した役職 

受検エリア 受検時に選択した受検エリア 

受検日 受検日 

おすすめ順 おすすめ順序（数字） 

重点テーマ_カテゴリ名 受検結果から研修受講を推奨する 

Biz SCOREのカテゴリ名 / テーマ名 
重点テーマ_テーマ名 

今回のスコア 重点テーマのスコア 

自己分析 重点テーマの自己分析結果 

おすすめ研修 おすすめ研修の研修タイトル 

研修形態 研修を予約・受講している場合、受講形態が表示されます 

「集合研修」 ：会場での集合研修 

「動画」    ：動画でのオンライン研修 

「ライブ」   ：参加型ライブ研修 

受講状況 研修の受講状況が表示されます 

「未」    ：研修の予約がされていない状態 

「予約中」 ：研修の予約がされている状態 

「受講中」 ：研修の受講（視聴）が行われている状態 

「出席/視聴完了」 ：研修の出席 / 視聴が完了済 
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9. FAQ（よくある質問） 
カテゴリ Question Answer 

パソコン

環境 

パソコンの推奨環境を知り

たい 

当社ホームページをご確認ください。 

推奨環境以外で使用すると、正しく表示されない場合

があります。 

ログイン ログイン時にパスワードを

間違えたらロックがかかる

のか 

パスワードを 5回間違えると、強制的に 30分間ロック

が掛かります。入力したログイン ID が正しい場合は、

パスワード再設定の手順が記載されたメールが登録

されているメールアドレス宛に送信されます。メールに

記載されている手順に従って、パスワードの再設定を

行ってください。 

入力したログイン ID が間違っている場合は、パスワ

ード再設定のメールは送信されません。 

 仮パスワードを入れてもロ

グインできない 

ログインするには、仮パスワードを新しいパスワード

に変更する必要があります。ID・仮パスワード通知メ

ールより、パスワードの変更を行ってください。 

 ユーザーIDがわからない アカウント作成時に送信されているメールに記載され

ています。ご確認ください。 

（件名：【学習管理システム】管理者登録完了のお知

らせ） 

 

ご自身でログイン ID を変更している場合は、アカウン

ト情報変更後に送信されるメールに記載されていま

す。 

（件名：【学習管理システム】ログイン ID変更のお知ら

せ） 

パスワー

ド 

パスワードがわからない 「2.4. パスワードを忘れたときの再設定」を参考に、

パスワードの再設定を行ってください。 

 パスワードが変更できない パスワードは以下の条件を満たす必要があります。 

 8文字以上 

 「英大文字」「英小文字」「数字」「記号」の内 3 種類

以上使用 

 設定したパスワードの有効

期限はあるか 

企業により設定状況が異なります。 

ラーニングエージェンシーヘルプデスク 

（0570-055-051）までお問い合わせください。 
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カテゴリ Question Answer 

パスワー

ド 

パスワードを再発行したが

メールが届かない 

ラーニングエージェンシーヘルプデスク 

（0570-055-051）までお問い合わせください。 

ID管理 ID・仮パスワード通知メー

ルが届かない 

ご登録のメールアドレスに誤りがないか、ご確認くださ

い。 

 ID が作成できない （「同じ

ID が登録されています」の

エラー表示がでる） 

システム上で既に登録されている ID（他社を含む）は

作成できません。 

新規 ID登録時、基本的にはメールアドレスが ID とな

ります。 

メールアドレスを ID と設定しない場合、「メールアドレ

ス以外を使用する」にチェックを入れ、任意のログイン

IDをご登録ください。 

 

 

メールアドレスを変更したい ［管理者機能］の［ID 一覧］から該当者のメールアドレ

スを変更できます。 

 メールアドレスを持っていな

いユーザーの IDはどのよう

に登録すればいいか 

メールアドレスはシステム管理者のアドレスを使用し、

IDは任意の半角英数字で作成してください。 

後から ID やメールアドレスを修正することも可能で

す。 

 受講者を一括登録したい CSV ファイルを利用した一括登録が可能です。 

手順については「5.2. ID を作成する（一括）」を参照

してください。 

 権限の追加・削除をしたい ID情報の変更を行ってください。 

 

手順については「5.3. ID の情報を変更する（個別）」

を参照してください。 

参照 

部門 

登録済みの参照部門を一

覧で確認したい 

CSV をダウンロードしてご確認ください。手順につい

ては「4.1.1. 参照部門を作成する」を参照してくださ

い。 

 参照部門に登録されている

IDを一覧で確認したい 

CSV をダウンロードしてご確認ください。手順につい

ては「4.2.1. 参照部門に ID を登録する」を参照してく

ださい。 

 内容を変更していない CSV

をアップロードしたらどうな

るのか 

アップロードした CSV の内容が、登録済みの参照部

門・IDのデータと変更がない場合は、データの変更は

行われません。 
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カテゴリ Question Answer 

参照 

部門 

会社名と同じ参照部門が既

に登録されている 

システム上、「すべて」「（会社名）」の参照部門は自動

で作成されています。必要に応じて利用もしくは削除

をしてください。 

マイメン

バ ー 管

理 

マイメンバーを登録したい ◼ 自分のマイメンバーを登録したい場合 

自分の ID に受講管理者権限を付与してください。権

限付与後のマイメンバー登録方法は、「6.1. マイメン

バーを管理する」を参照してください。 

 

◼ 受講管理者のマイメンバーを代理登録したい場合 

システム管理者権限がある ID から、マイメンバーの

代理登録をすることも可能です。「6.1.2. 受講管理者

のマイメンバーを代理登録する」を参照してください 

 複数の受講管理者のマイメ

ンバー登録を一括で行いた

い 

複数の受講管理者のマイメンバー登録を一括で行う

ことはできません。1 人ずつの受講管理者に対してマ

イメンバー登録をしてください。 

 マイメンバーを別の受講管

理者に引き継ぐ方法はある

か 

マイメンバーを別の受講管理者に引き継ぐことはでき

ません。 

受講管理者ごとにマイメンバーの登録が必要です。 

 マイメンバーが予約してい

る試験を確認したい 

［受検管理者ページ］の［予約・受検状況］から、［予約

済み］をクリックしてご確認ください。 

手順については「6.6. マイメンバーの受検状況を確

認する」を参照してください。 

 マイメンバーの参照部門を

設定したい 

「5.3. ID の情報を変更する（個別）」もしくは「4.2.1. 

参照部門に ID を登録する」を参照して同じ参照部門

を設定してください。 

* システム管理者権限が必要です 

 同じ参照部門の IDだけマイ

メンバーに登録したい 

参照部門を条件にして IDを絞ることはできません。お

手数ですが、参照部門に登録済みの ID の一覧をダ

ウンロードして確認しながら設定してください。 

 

参照部門に登録済みの IDの一覧をダウンロードする

手順については「4.2.1. 参照部門に ID を登録する」

を参照してください。 
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カテゴリ Question Answer 

試験の

予約 

（会場・

Web） 

全社員の試験を予約できる

管理者 IDを設定したい 

管理者 IDに以下の情報を設定してください。 

• 権限・役割 ：「受講管理者」 

• 参照部門 ：「すべて」 

• マイメンバー ：すべての受講者 ID 

 2回目以降の受検をする場

合の手順を知りたい 

「6.2. マイメンバーの試験を代理予約する」を参照し

て、試験を予約してください。 

 

* 旧システムで使用していた「再受検コード」は設定

不要です 

 試験を予約する対象者を間

違えてしまった 

「6.4. マイメンバーの試験をキャンセルする」を参照

して、試験をキャンセルしてください。受検を行わない

限り、チケットは消化されません。 

 代理予約をしようとしても名

前が表示されない 

受講者がマイメンバーに登録されていない可能性が

あります。マイメンバーの登録をしてください。 

 代理予約しようとしても、試

験の予約ができない（1） 

管理者 IDに「受講管理者」権限が設定されていない

可能性があります。 

「5. IDを管理する」を参照して ID情報の登録内容を

ご確認ください。 

 代理予約しようとしても、試

験の予約ができない（2） 

受講者 IDの「利用サービス」項目に、対象の試験が

設定されていない可能性があります。 

「5. IDを管理する」を参照して ID情報の登録内容を

ご確認ください。 

 代理予約しようとしても、試

験の予約ができない（3） 

代理予約をする受講管理者と、予約対象の受講者の

参照部門が異なる可能性があります。 

参照部門が異なる受講者には、試験の代理予約がで

きません。 

「5.3. IDの情報を変更する（個別）」もしくは「4.2.1. 

参照部門に IDを登録する」を参照して同じ参照部門

を設定してください。 

 マイメンバーの試験をキャ

ンセルできない 

キャンセル期限を過ぎるとシステムからのキャンセル

ができません。ラーニングエージェンシーヘルプデス

ク（0570-055-051）までお電話にてご連絡をお願いし

ます。 
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カテゴリ Question Answer 

試験の

予約 

（会場・

Web） 

代理で予約した試験の一括

キャンセルは可能か 

一括のキャンセルはできません。1件ずつキャンセル

を行ってください。 

 代理予約した際の予約票

は誰宛に送信されるのか 

受講者の IDに登録されているメールアドレス宛に送

信されます。 

 代理予約した試験の予約

票を再送したい 

本マニュアル「6.5. マイメンバーの予約票を再送す

る」を参照してください。 

 予約票が届かない 受講者の IDに登録されているメールアドレスをご確

認ください。 

 代理予約した試験が正しく

予約完了しているか確認し

たい 

本マニュアル「6.6. マイメンバーの受検状況を確認す

る」を参照してください。 

 予約済みの試験がある ID

に退職フラグをつけた場合

どうなるか 

予約済みの試験は自動でキャンセルされます。チケッ

トは消化されません。 

試験の

予約 

（会場） 

試験の当日予約はできるか 当日の予約は承っておりません。前日までにシステム

から予約してください。 

 参加したい試験が満席にな

っているが予約できないか 

満席の場合はご予約いただけません。キャンセルが

出た場合はリアルタイムに反映されますので、適宜ご

確認ください。 

 試験参加を検討している

が、参加枠だけ確保するこ

とはできるか 

参加枠だけを確保することはできません。正式にご予

約ください。前日まではキャンセルも可能です。 

 予約済みの試験を日程変

更したい 

日程変更は開催前日まで可能です。手順については

「6.3. マイメンバーの試験の日程を変更する」を参照

してください。 

 予約済みの試験をキャンセ

ルしたい 

キャンセルは開催前日まで可能です。手順について

は「6.4. マイメンバーの試験をキャンセルする」を参

照してください。 
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カテゴリ Question Answer 

試験の

予約 

（会場） 

受講者の本人予約ができな

い 

対象の受講者 IDの研修予約に制限がかけられてい

る可能性があります。 

 

IDの「研修予約」項目にチェックを入れてください。手

順については「5.3. IDの情報を変更する（個別）」を

参照してください。 

試験の

予約

（Web） 

未受検のまま開催期間を過

ぎてしまった受講者がいる 

試験の日程の変更を行ってください。手順は「6.3. マ

イメンバーの試験の日程を変更する」を参照してくださ

い。 

未受検のまま開催期間を過ぎてしまった場合の日程

変更については、受講者自身で行うことも可能です。 

 未受検のまま開催期間を過

ぎてしまった場合、チケット

は消化されるか 

チケットは消化されません。チケットが消化されるの

は、受検を開始したタイミングです。 

 予約済みの試験がある ID

に退職フラグをつけた場

合、チケットは消化されるか 

チケットは消化されません。チケットが消化されるの

は、受検を開始したタイミングです。 

 Web 試験が予約不可にな

っており予約できない 

開催場所に「東京」を選択していない可能性がありま

す。 

「東京」にチェックを入れて、再検索してください。 

受検管

理者ペ

ージ 

ステータス「未予約」とはど

のようなデータか詳しく知り

たい 

試験をブックマークしていて、かつ予約済みの試験が

ないデータです。 

 ステータス「予約済み」とは

どのようなデータか詳しく知

りたい 

「受検開始」ボタンをクリックする前のデータです。 

 ステータス「受検中」とはど

のようなデータか詳しく知り

たい 

「受検開始」ボタンをクリックして、現在受検を行ってい

るデータです。受検チケットは消化されています。 

 

*受検後のアンケートの回答が終了するまでは、「受

検中」のステータスになります。 

 ステータス「受検済み」とは

どのようなデータか詳しく知

りたい 

受検後のアンケート回答まで完了しているデータで

す。受検チケットは消化されています。 
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カテゴリ Question Answer 

受検 試験会場に駐車場の用意

はあるか 

当社ではご用意しておりません。公共の交通機関を

ご利用ください。 

 受検を中断することはでき

るか 

「受検開始」ボタンのクリック後は、受検を中断するこ

とはできません。 

 受検中に別のことをしてお

り、受検時間が終了してし

まったので、最初から受検

をやり直したい 

受講者が解答を完了していない場合でも、受検を開

始した後は中断・やり直しはできません。 

（Web受検の場合は、当該受検に必要なチケットは

消化されます） 

 

再受検をご希望の場合は、試験を再度予約してくださ

い。 手順については「6.2. マイメンバーの試験を代

理予約する」を参照してください。 

 受検中にシステムエラーが

発生した 

ラーニングエージェンシー ヘルプデスク 

 （0570-055-051）までお問い合わせください 

受検 

結果 

受検結果を参照部門ごとに

ダウンロードしたい 

受検管理者ページで、対象の参照部門を条件に設定

してください。 

手順については、「7.2.2. 受検結果シートをダウンロ

ードする」を参照してください。 

 

* 受検結果シートの一括ダウンロード機能は 2021年

4月以降にご利用いただけます 

 受検結果シートがダウンロ

ードできない 

受検結果閲覧者の権限が必要です。 

「5.3. IDの情報を変更する（個別）」を参照して、権

限の設定を行ってください。 

 

* IDの情報を変更するには、システム管理者権限が

必要です 

 対象の ID の受検結果が表

示されない 

受検結果を確認できるのは、受検結果閲覧者の IDに

登録されている参照部門と、同じ参照部門が登録さ

れている受講者 IDの受検結果のみです。 

 

「4.2.1. 参照部門に IDを登録する」を参照して、IDに

登録済みの参照部門を確認してください。 
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カテゴリ Question Answer 

受検 

結果 

条件で絞り込んでも対象の

ID の受検結果が表示され

ない 

受検管理者ページの検索条件である「職種」「参照部

門」「受検エリア」「役職」「年齢」は、受検のたびに毎

回入力する基本情報設定の情報で検索されます。 

 

受講者が入力した内容によっては、ID に登録済みの

情報とは異なる場合があります。 

 生年月日や職種の登録を

修正したい 

発行済みの受検結果シートの内容は修正できかねま

す。あらかじめご了承ください。 

 

性別・生年月日・職種・参照部門・役職・受検エリア

は、受検のたびに入力画面が表示されます。受検結

果シートは、受検前に入力した情報で登録されます。 

 全社員の受検結果シートを

確認したい 

受検結果を確認する管理者 ID に以下の情報を設定

してください。 

• 権限・役割 ：「受検結果閲覧者」 

• 参照部門 ：「すべて」 

 「会社全体の結果を見る」

ボタンが表示されない 

受検結果閲覧者権限が必要です。 

「5.3. IDの情報を変更する（個別）」を参照して、権

限の設定を行ってください。 

 会社全体結果の「全国平

均」とはどのようなデータか 

前日までに受検が完了している、他社を含めたすべ

ての受検データの累積から算出した平均点です。 

契約 

状況 

会社情報が変更になったた

め、登録情報を修正したい 

管理者機能の契約状況に「登録内容変更届の WEB

フォーム」へのリンクがございます。こちらから修正内

容を当社までご連絡ください。 

 契約担当者を変更したい 管理者機能の契約状況に「登録内容変更届の WEB

フォーム」へのリンクがございます。こちらから修正内

容を当社までご連絡ください。 

 前任者からシステム管理者

を引き継ぐ場合、何をすれ

ばよいか 

後任の方の ID（無い場合は ID 作成）にシステム管理

者権限を付与してください。 

その他 研修一覧が表示されない 研修一覧が表示されるのは、「受講管理者」「受講者」

のどちらかの権限（または両方）が設定されている ID

です。 
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カテゴリ Question Answer 

その他 受検管理者ページが表示さ

れない 

受検管理者ページが表示されるのは、「受講管理者」

「受検結果閲覧者」のどちらか（または両方）の権限が

設定されている IDです。 

 受検管理者ページに表示さ

れている項目の意味を知り

たい 

「6.6. マイメンバーの受検状況を確認する」を参照し

てください。 

 

 



 

 

 

株式会社ラーニングエージェンシー 

本書に記載の学習管理システムに関するお問い合わせは、 

以下のラーニングエージェンシーヘルプデスクにご連絡ください。 

平日 9:00～18:30 

0570-055-051 

受付時間 

ラーニングエージェンシー 

ヘルプデスク helpdesk@learningagency.co.jp 

〒100-0006 

東京都千代田区有楽町 2-7-1 

有楽町 ITOCiA（イトシア）オフィスタワー18F 

 


