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1-1 新規登録 

■ユーザ新規登録方法 

 

下記のURLにアクセスします。 

https://www.rta-test.org 

 

「うか郎君にユーザー登録をする」ボタンから 新規登録を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新規登録は 
こちらのボタンから 
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1-2 入力フォーム 

■ユーザ登録画面 

 

・メールアドレス（※ログインIDとなります） 

・パスワード（半角英数字8文字以上～24文字まで） 

・特例の選択 

・お名前（漢字、カタカナ） 

・住所（郵便番号、市区町村、番地など） 

・電話番号 

・携帯電話番号 

・性別 

・生年月日 

・利用規約・プライバシーポリシーの同意 

 

以上の項目を埋めて、仮登録を行います。 

 

 

[確認画面へ]のボタンを押押下し、遷移します。 
 

入力内容を確認後、 
確認画面へ 
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1-3 仮登録から本登録前まで 

■仮登録完了画面 
 
確認画面から[送信する]ボタンを押して 
左記の画面（仮登録完了画面）に 
遷移しましたら、入力したメールアドレス宛てに 
本登録手続きのメールが送られます。 
 
■新規登録のメールが届きます 
 
記載されているURLを押下する事で本登録が 
完了します。 
※60分を過ぎた場合、このURLは無効となります。 
 
 
 
 

このゴニョゴニョしたURLを 
60分以内にクリックしないと 
本登録が完了しません。 



© 一般社団法人 日本セラピスト検定機構 

1-4 本登録の完了 

■本登録完了画面 
 
メールに記載されたURLを押下すると 
左記の画面に遷移し、本登録が完了します。 
 
「こちらよりログインをしてください。」 
を押下するとログイン画面に遷移しますので 
マイページへログインしてください。 
 
 
 
 

ここからいざマイページへ！ 
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1-5 マイページへのログイン 

■マイページへの通常ログイン 
 
https://www.rta-test.org/ 
 
上記URL（ログイン画面）へアクセスし、 
登録した 
 
①メールアドレス 
②パスワード 
 
を入力後、 
 
③ログインボタン 
 
を押下することで、 
マイページへ画面が遷移します。 
 
※ログインできない場合 
・入力内容をしっかり見直しましょう。 
・「次回からメールアドレスの入力を省略」にチェックを入れ、 
 次アクセス以降のログインを楽にしましょう。 
  
 
 
 
 

登録した 
メールアドレス 
パスワード 
を入力後、 
ログインボタンをクリック 

① 

② 

③ 

https://www.rta-test.org/
https://www.rta-test.org/
https://www.rta-test.org/
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1-6 パスワードを忘れた方 

■パスワードを忘れた方 
 
ログイン画面から、 
「パスワードを忘れた方はこちらから」を押した後、 
左記ページへ遷移します。 
 
https://www.rta-test.org/re_password.php 
 
こちらより、メールアドレスを入れ、「確認画面へ」を押下す
ると管理者より、パスワードが送付されます。 
 
 
 

メールアドレスを忘れてしまった場合は、 
管理者へ問合せてくださいね。 

https://www.rta-test.org/re_password.php
https://www.rta-test.org/re_password.php
https://www.rta-test.org/re_password.php
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2-1 マイページトップ画面の説明 

① お知らせ 
 管理者が設定したお知らせを最大で3件表示します。 
 
② 一覧へ 
 過去のお知らせを全て一覧で表示します。 
 
③「○○さまの受験状況」 
 管理者が設定した科目の一覧と 
 各科目の受験状況を表示します。 
  
 ここから受験の申し込みができます。 
 
④ マイページメニュー 
 ・過去のお知らせ ※過去のお知らせ一覧へ遷移 
 ・WEB試験デモ   ※試験のデモ画面へ遷移 
 ・登録情報編集  ※登録情報編集画面へ遷移 
 ・退会申請    ※退会申請画面へ遷移 
 ・お問合せ    ※管理者へのお問合せ画面へ遷移 
 ・ログアウト    
  ※操作が完了したら、こちらよりログアウトしてください。 

① 

② 

③ 

④ 



© 一般社団法人 日本セラピスト検定機構 

2-2-1 受験状況の確認 ① 

■オンライン筆記試験 の表示項目の意味 

・当該科目試験にすべて合格済の場合 
・筆記試験に合格済で、かつ実技試験期限内の場合 
・筆記試験に合格済で、かつ実技試験に申込済の場合 
（実技申込み期限を超えた日時の予約が可能な為） 
 
 
 ・今現在、試験を行っている状態 

・システムのメンテナンス中の表記 
※お知らせで詳細をご確認ください。 

・筆記試験に受かっていなく、筆記試験期限内
の場合 

・未入金かつ銀行振込・承認待ちの場合 

・申し込みが終了しています 

・申し込み可能な状態 
（上記のいずれにも該当しない場合） 

・筆記試験がない場合 

【注】科目名は開発時のテスト状
態のテキストが入っていますが 
皆様が良く知っている科目の試験
が受けられます。 
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2-2-2 受験状況の確認 ② 

■実技試験 の表示項目の意味 
 

・筆記試験に合格していない場合 

・実技試験を予約済で、 
かつ結果待ちの（実技試験実施日が過ぎている） 
場合 
 

・実技試験に受かっていない（未合格）かつ、 
 過去に実技試験が不合格だった場合 

・実技試験を予約済の場合 
 （このボタンの下に「実技試験の受験票」(PDF)のリ
ンクが追加されます。） 

・実技試験に合格した場合 
 
 

・実技試験がない場合 
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2-2-3 受験状況の確認 ③ 

■状態 

・実技試験のみの試験で合格した場合 
・筆記試験のみの試験で合格した場合 
・筆記試験、実技試験の両方に合格した場合 

・実技試験が不合格の場合 

・未入金かつ銀行振込・承認待ちの場合 
※ユーザーがキャンセルを押した場合、 
 申し込みがキャンセルされます。 

・筆記の場合は、残り期限が1週間を切ると赤く表
示されます 
・実技の場合は、残り期限が2ヶ月を切ると赤く表
示されます 
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3-1 試験の申し込み 

■受験申込フォーム 
 
 
マイページから         をクリックすると、左記の
画面に遷移します。 
 
支払方法は、「クレジットカード」と「銀行振込」の選択が可
能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実技試験の場合は、日時、会場の選択が必要になります。 
 

まずは、試験の申込から～ 
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3-2-1 決済方法（クレジットカードの場合） 

■クレジットカードの場合 
 
確認画面にて内容を確認後、申し込みます。 
 （クレジットカードの決済画面に遷移します） 
 
決済後、マイページTOP画面に戻ります。 
 
 クレジットカードの入金確認のメールが2通届きます。 
 （① テレコムクレジット、② うか郎君から） 
 
③ マイページのTOPから受験が可能になります。 
 
※以下のカードが利用できます。 
国際5大ブランドが一括で利用可能です 
 

① 

② 

③ 

カード支払いで簡単決済だ！ 

・JCB 

・VISA 

・Master Card 

・AMERICAN EXPRESS 

・Diners Club 
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3-2-2 決済方法（銀行振込） 

■銀行振込の場合 
 
① 確認画面にて内容を確認後、申し込みます。 
 
② 銀行振込の申し込みを完了させると、確認のメールが届きま
す。 
 
③ 銀行振込を行ってください。 
 
④ 管理者はユーザの銀行振込を確認後、管理画面から入金確認
処理（受験の承認）を行います。 
 
⑤ その後、ユーザーに承認完了（支払確認）のメールが届きま
す。 
 
⑥ マイページのTOPから受験が可能になります。 
 
 

② 確認のメール 

⑤ 承認のメール 

お支払が完了したらいよいよ 
試験だー！ 
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4-1 オンライン筆記試験 受験画面 

マイページのTOPにある           を押下すると、 
 
ブラウザの別タブが開き、左記画面が出現します。 
 
画面の中央下にある「受験する」ボタンを押下すると試験が開
始します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここから試験がはじまるぞ！ 
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4-2 オンライン筆記試験 試験中の画面 

【ご注意】 
制限時間を超えるか、画面右下の「終了する」ボタンをクリックすると、 
試験が終了します。 
 
誤ってブラウザを閉じてしまった場合でも、 
回答した情報は消えることなく、再開することができます。 
※ただし、ブラウザが閉じられている場合でも残り時間は経過していきま
す。 
 
制限時間の計算は、個々のパソコンによって多少誤差が発生する為、 
テスト開始時にサーバ時間を取得し、 
その時間をもとにパソコン側でカウントダウンをする仕様にしています。 
このようにして、全てのユーザに対して可能な限り平等な制限時間を課し
ています。 
 
これによってユーザが故意に制限時間を操作するといった不正を防止して
います。 
 
 

これがRTAの試験画面だ！ 

① 

③ ④ ② 

⑥ ⑦ 

⑤ 

⑨ 

⑧ 

■画面の名称 
 
①試験名 
②問題番号と制限時間 
③問題文 
④問題の画像 ※押下で拡大できます。 
⑤回答選択肢 ※押下で選択できます。 
⑥前の問題への遷移ボタン ※押下で遷移 
⑦次の問題への遷移ボタン ※押下で遷移 
⑧採点への遷移ボタン 
※押下する前にすべての試験が終わっている確認してくださ
い。 
⑨現在の問題の位置 ※表示は3/6問という意味 
 



さぁ！受験、がんばろうー！ 
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