
令和元年度 高速道路点検診断資格更新講習

受講申込システム入力フロー

令和元年度 高速道路点検診断資格 更新講習申込の手順は下記のとおりです。

[Web申込み] ボタンをクリック

[同意する] ボタンをクリック

メールアドレスを入力し、[送信] ボタンをクリック

お申込み確認メールが送信されます

メール本文にあるURLにアクセス

【法人・団体申込】 【個人申込】

申込者情報および申込人数を入力 申込者情報を入力

[次へ] ボタンをクリック [次へ] ボタンをクリック

法人・団体情報を入力

受講者情報を入力

更新する資格、講習会場を選択

受講者情報を一括入力する場合は

CSVファイルを利用

[次へ] ボタンをクリック

申込内容に間違いがないか確認 申込内容に間違いがないか確認

[登録完了] ボタンをクリック [登録完了] ボタンをクリック

お申込み受付メールが送信されます お申込み受付メールが送信されます

② 個人情報のお取り扱いについてページ

③ メールアドレス確認ページ

④ メールアドレス確認結果ページ

⑤ 申込者情報（法人・団体申込）ペー

⑦ 参加者情報ページ

⑧ 申込内容確認ページ

⑨ 申込完了ページ ⑬ 申込完了ページ

⑫ 内容確認ページ

⑩ 申込者情報（個人申込）ページ

個人申込/団体

申込ボタンにて

切り替え

① 高速道路点検診断資格更新講習ページ

⑥ 法人・団体情報ページ

⑪ 参加者情報ページ
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受験申込システム入力フロー

① 高速道路点検診断資格更新講習ページ

[お申込み] ボタンをクリックし、申込手続きを開始します。

クリックすると、個人情報のお取り扱いについてページ（②）を

表示します。
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受験申込システム入力フロー

② 個人情報のお取り扱いについてページ

個人情報のお取り扱いに関する記載内容を確認し、

[同意する] ボタンをクリックします。

メールアドレス確認ページ（③）に遷移します。
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受験申込システム入力フロー

③ メールアドレス確認ページ

確実に受け取りができるPCメールアドレスを入力します。

[送信] ボタンをクリックすると、メールアドレス確認結果ページ（④）へ遷移します。
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受験申込システム入力フロー

④ メールアドレス確認結果ページ

■ お申込み確認メール例

[EHRF] 2019年度 高速道路点検診断資格 更新講習のお申し込み確認

tenken.taro@express‐highway.or.jp 様

このたびは下記開催へのお申し込みをいただき、誠にありがとうございます。

開催名称：2019年度 高速道路点検診断資格 更新講習
開催期間：講習会 9月10日(火)・11日(水)

下記URLより手続きを行なってください。

https://www.express‐
highway.or.jp/forms/entry_registrations/authorize_mail/?UK=sd3%252Bw%252BqcZo2%252F0MK41DLmyjRYntWORUvx48vgoDO9VJAv2xnB
U4yDoXoEMmwNVx4g

なお、お使いのメールソフトによってはURLをクリックした際に文字列が切れてしまう
場合があります。アクセスした際にページが開けなかった場合は、URLをコピーし直接
ブラウザのアドレス欄に貼り付けてアクセスしてください。

━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━
公益財団法人高速道路調査会 事業部
https://www.express‐highway.or.jp/

〒106‐0047 東京都港区南麻布二丁目11番10号 OJビル 2階
TEL: 03‐6436‐2080 / FAX: 03‐6436‐2098
E‐Mail: xxxx@express‐highway.or.jp

━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━

メール送信処理に成功すると、お申込み確認メールが送信されます。

お申込み確認メールに記載されたURLをクリックしアクセスします。

申込者情報（法人・団体申込）ページ（⑤）に遷移します。

※お使いのメールクライアントによってはクリックしても遷移しない場合があります。

その場合はURLをコピーしてブラウザのアドレス欄に貼り付けてページを開いてくださ
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受験申込システム入力フロー

⑤ 申込者情報（法人・団体申込）ページ

個人としてお申込みを行う場合は [個人申込] ボタ

ンを

申込者情報を入力します。

* の付いた項目は必須入力項目です。

[次へ] ボタンをクリックし法人・団体情報ページ（⑥）に遷移しま
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受験申込システム入力フロー

⑥ 法人・団体情報ページ

申込人数を入力します。

申込者も受講・受験する場合は

チェックを付けます。

法人・団体情報を入力します。

* の付いた項目は必須入力項目です。

[次へ] ボタンをクリックし参加者情報ページ（⑦）に

遷移します。
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受験申込システム入力フロー

⑦ 参加者情報ページ

[次へ] ボタンをクリックし申込内容確認ペー

ジ（⑨）に遷移します。

CSVファイルを用いて、受講・受験者情報を一括で

入力することができます。

CSVファイルテンプレートのダウンロードをクリックし、

CSVファイルのテンプレートを入手してください。

受験者一括取り込みCSVファイルの作成方法は、

次ページ『受講・受験者一括取り込み用CSV ファイル

の

作成方法』を参照してください。

[ファイルを参照...] ボタンをクリックし編集したCSVファイ

ルを

選択してから[アップロード] ボタンをクリックすると、CSV
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受験申込システム入力フロー

受講者一括取り込み用CSV ファイルの作成方法

■ テキストエディタを利用しCSVファイルを開いた場合の例

■ Excelを利用しCSVファイルを開いた場合の例
※下図の背景色は説明用に加工しています。
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CSVファイルの文字コードはShift-JIS形式となります。

所属部署

生年月日

性別

更新する資格

（全角入力）

参加者情報ページ（⑦）の CSVファイルテンプレートのダウンロード をクリックしCSVファイルをダウンロードします。ダ
ウンロードしたファイルをそのまま開くか、任意の場所に保存し編集を行ってください。

列　　名 設　定　内　容

連番

氏名 姓

E-mail
テキスト送付

変更不可

受講者氏名 姓を記入

受講者氏名 名を記入

受講者氏名カナ 姓を記入

受講者氏名カナ 名を記入

（全角入力）

（全角入力）

（全角入力）

講習会場

登録番号

（半角入力）

氏名 名

氏名カナ 姓

氏名カナ 名

 ※詳細は『令和元年度 受講・受験案内書』1-3. 受講・受験区分及び対象者を参照してください。

（全角入力）

例）点検

例）太郎

例）テンケン

例）タロウ

所属部署を記入

生年月日を西暦で記入　　例）1960/01/30

性別を記入（男、女）
更新する資格を記入

 土木：高速道路点検診断士（土木）、高速道路点検士（土木）、高速道路点検士補（土木）

 施設：高速道路点検診断士（施設）、高速道路点検士（施設）、高速道路点検士補（施設）

を番号入力してください。

受講者本人（個別）のメールアドレスを記入してください。※同じメールアドレスを複数入力できません。

今回、上位の資格試験を受験する方は0を入力してください。それ以外の方は1を入力してください。

講習会場は 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡 から選択し記入

更新する資格と同じ分類（土木／施設）の登録番号または 新の合格番号 のいずれか

編集する範囲
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受験申込システム入力フロー

Excelを利用して作成する場合は、ファイルの種類として『CSV（カンマ区切り）（*.csv）』を選択し保存してください。
行頭が#から始まっている行はコメント行となります。アップロード時の取り込み処理からは除外されます。
指定の選択肢以外を入力した場合は無効となります。

CSVファイルのアップロードが正常に処理されると、記入した

内容が反映されます
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受験申込システム入力フロー

⑧ 申込内容確認ページ

申込内容に間違いがないか確認し、[確定] ボタンをクリックします。
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受験申込システム入力フロー

⑨ 申込完了ページ

■ お申込み受付メール例

[EHRF] 2019年度 高速道路点検診断資格 更新講習のお申し込みを受け付けました（自動返信）193F00014

高速点検株式会社
高速部点検一課

点検係長 高速 点検 様

高速点検株式会社
高速部点検一課

点検係長 点検 太郎 様

このたびは下記開催へのお申し込みをいただき誠にありがとうございます。

【開催情報】
開催名称 ：2019年度 高速道路点検診断資格 更新講習
開催期間 ：講習会 9月10日(火)・11日(水)

申込種別 ：法人・団体

【申込者情報】
申込者氏名：点検 太郎
申込者カナ：テンケン タロウ
住所 種別：勤務先
住 所：〒106‐0047

東京都港区南麻布二丁目11番10号OJビル 2階
Ｔ Ｅ Ｌ：03‐6436‐2100
Ｆ Ａ Ｘ：03‐6436‐2098
勤務先名 ：高速点検株式会社
カ ナ：コウソクテンケンカブシキガイシャ
申込者所属：高速部点検一課
申込者役職：点検係長

【法人・団体情報】
法人団体名：高速点検株式会社
カ ナ：コウソクテンケンカブシキガイシャ
代表者役職：代表取締役社長
代表者氏名：高速 太郎
代表者カナ：コウソク タロウ
住 所：〒106‐0047

東京都港区南麻布二丁目11番10号OJビル 2階
代表ＴＥＬ：03‐6436‐2100
代表ＦＡＸ：03‐6436‐2098

申込人数 ：10

【応募者情報】
#1
応募者氏名：点検 一郎
応募者カナ：テンケン イチロウ
応募者所属：高速道路部点検第二課
生年月日 ：1976/05/26
応募者性別：男性

お申込み受付メールが送信されます。

受講・受験者が全て記載されます。
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受験申込システム入力フロー

⑩ 申込者情報（個人申込）ページ

団体としてお申込みを行う場合は[団体申込] ボタンを

クリックし、団体申込用ページ（⑤）に遷移します。

申込者情報を入力します。

* の付いた項目は必須入力項目です。

会社住所を入力される場合は住所の種別と

して「会社住所」を選択し、会社名等の入力

をお願い致します。[次へ] ボタンをクリックし参加者情報ページ（⑪）に遷移します。
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受験申込システム入力フロー

⑪ 参加者情報ページ

[次へ] ボタンをクリックし内容確認ページ（⑫）に遷移します。

講習会で使用するテキストの送付を希望される場

合はチェックを入れてください

参加者情報を入力します。

* の付いた項目は必須入力項目です。

受講・受験区分が新規以外の場合、登録番

号に受験する資格と同じ分類（土木／施設）

の登録番号または 新の合格番号 のいずれ

かを入力してください。
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受験申込システム入力フロー

⑫ 内容確認ページ

申込内容に間違いがないか確認し、[確定] ボタンをクリックします。

15



受験申込システム入力フロー

⑬ 申込完了ページ

■ お申込み受付メール例

[EHRF] 2019年度 高速道路点検診断資格 更新講習のお申し込みを受け付けました（自動返信）193F00015

高速保全株式会社
高速部保全二課

保全二課長 点検 太郎 様

このたびは下記開催へのお申し込みをいただき誠にありがとうございます。

【開催情報】
開催名称 ：2019年度 高速道路点検診断資格 更新講習
開催期間 ：講習会 9月10日(火)・11日(水)

申込種別 ：個人

【申込者情報】
申込者氏名：点検 太郎
申込者カナ：テンケン タロウ
住所 種別：勤務先
住 所：〒106‐0047

東京都港区南麻布港区南麻布二丁目11番10号OJビル 2階
Ｔ Ｅ Ｌ：03‐6436‐2100
Ｆ Ａ Ｘ：03‐6436‐2098
勤務先名 ：高速保全株式会社
カ ナ：コウソクホゼンカブシキガイシャ
申込者所属：高速部保全二課
申込者役職：保全二課長

【応募者情報】
応募者氏名：点検 太郎
応募者カナ：テンケン タロウ
応募者所属：高速部保全二課
生年月日 ：1972/08/16
性別 ：男性
受験資格 ：高速道路点検診断士（土木）
受験区分 ：資格更新
専門分野 ：
講習会場 ：東京
試験会場 ：‐‐
登録番号 ：18003700

【備 考】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、自動返信によるお申込み内容の控えです。
本メール内容にお心当たりのない場合は、お手数ですが下記連絡先まで
ご連絡いただきたくお願い申し上げます。
なお、本お申込みに伴い収集させて頂きます個人情報は、 講習会及び
資格試験の出欠管理、合否の結果通知、資格登録証の交付、講習会及び
資格試験の運営に付随する業務のために利用します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━

お申込み受付メールが送信されます。
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