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各システム情報  
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目的に応じて以下の3つのURLから、それぞれの機能をご利用いただけます。 
 
 

①団体コード・管理者ID取得、会場登録 
  団体受検を希望される担当者が専用管理画面にログインする 
  団体コード・管理者ID・パスワードを取得するため、団体名、住所、運営責任者などを登録するページです。 
  団体コード、管理者ID取得後に、受検を実施する会場の登録行います。 

 https://www.jjstc.com/tsuji/admin-register-edit.asp 
  
②団体管理者画面 
  団体受検をされる担当者用の管理画面です。 
  自社・自校の情報のみ確認いただけます。 

 https://www.jjstc.com/tsuji/admin 
 
③受検者画面 
  団体に所属する受検者が、個人情報の登録、 
  受検申込や結果確認などが行うページです。 

 https://www.jjstc.com/tsujipretest/login.asp   



①団体コード・管理者ID取得-管理者（団体と運営責任者を登録する）  
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団体受検を希望される担当者が専用管理画面にログインする 
ID・パスワードを取得し、団体を登録するためのページ。 
団体や運営責任者を登録するこの画面から団体受検の申込は始まる。 
 
◆団体管理者ID発行申請 
 https://www.jjstc.com/tsuji/admin-register-edit.asp 
 
・過去に団体として登録されていれば二重登録になるので、 
登録状況が不明な場合は「料理検定・菓子検定 事務局」に問合せを
する。 
 
・登録が完了すると、登録した管理者のメールアドレスに下記が届く。 
 団体コード 
 管理者パスワード 
 管理者ID 
 
・受検の申込は受検者個人が行うため、運営責任者は受検者に下記を 
 伝える。 
 
 団体コード 
 団体名 
 受検者登録画面URL      
  → https://www.jjstc.com/tsuji/login.asp 
 
・運営責任者が変わる場合は、運営責任者名、メールアドレスを変更。 

運営責任者 

料理検定・菓子検定 事務局（平日9～17時） 
TEL：06-6624-6451 
Mail：kentei@tsuji.ac.jp 
住所：545-0053 
    大阪府大阪市阿倍野区松崎町316-11 
    辻調理師専門学校 
    料理検定・菓子検定 事務局 
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②団体管理者画面－会場登録  運営責任者 

管理者登録後、会場（受検会場：通常は高校、企業）を登録するため、管理者ログイン画面で管理者IDと管理者パスワード
を入力。 
https://www.jjstc.com/tsuji/admin 
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②団体管理者画面－会場確認、登録  
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※会場は毎年登録を行う。 

団体名（****年**月）と設定。 
 
例）辻調高等学校（2019年6月） 
 

受検者数より多く設定すればよい。 
申込者数が収容可能人数を超えると
会場の選択が出来なくなる。 

サンプルのように受検級単位で登録す
る必要はなく、1団体1会場でよい。 

運営責任者 

「収容可能人数」は受検者人数より
多く設定（厳密でなくてよい）。 
収容可能人数以上は申込が出来な
い。人数を増やせば申込が可能になる。 

辻調高等学校（2019年6月） 



④受検者画面－受検者登録  
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受検者が受検申込みをします。 
運営責任者がまとめて登録するのではありません。 
 
団体に所属する受検者は個人情報、受検申込みを自分で登録する。 
登録完了時に、ID・パスワードが発行される。 
受検者登録をする前に、運営責任者は受検者に下記を伝える。 
 

①団体コード 
②団体名 
③受検者登録画面URL  https://www.jjstc.com/tsuji/login.asp 

受検者（生徒・社員など） 

https://www.jjstc.com/tsuji/login.asp
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④受検者画面－受検者登録  
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受検者（生徒・社員など） 

運営責任者から聞いた、団体コード、 
団体名を入力。 



④受検者画面－検定申込  1/2 

8 

受検者はマイページにログインすることにより、以下の機能が利用できる。 
 
１．検定申込 － 受検を希望する科目の設定 
２．予約確認 － 団体管理者側で予約された情報の確認 
３．受検結果確認 － 受検結果の確認 
４．登録内容変更 － メールアドレスなどの変更 

受検者（生徒・社員など） 

検定を申込む際は、 
マイページにログインし、 
「検定申込」を押下。 



④受検者画面－検定申込 2/2  
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       を押下し、「申込済み」とする。  
 
※受検級の訂正は出来ないため、慎重に申込むこと。 
※間違って申し込んだ場合、受検級を変更する場合であっても検定料は基本的に必要。 
  間違いに気づいた場合、速やかに運営責任者に報告し、指示を仰ぐ。 

 
 受検者が行うのはここまで。 

受検者（生徒・社員など） 



②団体管理者画面－予約申込  運営責任者 

ここからは再び、運営責任者が登録などを行います。 
 
受検生が受検者登録、受検級登録を行った後、運営責任者が検定予約申込（会場設定、検定料支払）を行う。 
 
管理者ログイン画面で管理者IDと管理者パスワードを入力。 
https://www.jjstc.com/tsuji/admin 
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会場一括設定から⑦のPay-easy 

による検定料振込期限は「4日間」 

なので、 会場一括設定のタイミングに注意 

https://www.jjstc.com/tsuji/admin
https://www.jjstc.com/tsuji/admin
https://www.jjstc.com/tsuji/admin
https://www.jjstc.com/tsuji/admin


②団体管理者画面－予約申込１/3  
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現在の予約状況の確認し、予約（受検申込み手続き）を行う。流れについては以下を参照。 
 
◎受検会場一括設定 → 予約申込（支払手続き）→金融機関で支払→申込み完了 
 
１．申込登録をした受検者名と科目が表示されている。会場は未設定の状態なので、会場を選択する。 
２．1名ずつ会場選択も出来るが、チェックを入れた受検生に会場を一括設定も出来る。 
   左端のボックスに複数名チェックを入れた状態で、会場名を選択し、会場名右にある「を適用する」を押下 
   すると、チェックされていた受検生分まとめて会場がセットされる。 
３．会場設定をしながら、受検料の合計金額が10万円以内であることを確認の上、Payeasy決済画面へ 
４．指定口座に振り込みが完了した際に、予約完了となる。 

①受検生を選択。1名単位でもチェッ
ク可能だが、「申込」左のボックスに
チェックを入れると未入力のボックス全て
にチェックが入る。 

②該当する会場を選択し、「を適用す
る」を押下すると、①でチエックが入って
いる受験生に会場を一括設定できる。 

運営責任者 

※山野くんが、間違って「菓子検定３級」を申し込んだ場合、 
「菓子検定３級」の会場を登録しないで、「菓子検定２級」
の方の会場を設定する。 
受検級と会場が設定できているものに対して、申込み手続き
を行うことになる。 

会場一括設定から、Pay-easyによる検

定料振込期限は「4日間」 
なので会場一括設定のタイミングに注意 



②団体管理者画面－予約申込２/3  
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運営責任者 

Pay-easyの 

振込み上限が１０万円。 

検定料の合計が１０万円以上の場合
は、１０万円以内で一旦、決済を行い、
２回目の予約申込みを行う。 
 

[予約を進める]を押下してPay-easy決済画面に遷移 
 

会場一括設定から、Pay-easyによる検

定料振込期限は「4日間」 
なので会場一括設定のタイミングに注意 



②団体管理者画面－予約申込３/3  
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現在の予約状況の確認、予約が行えます。 
 
１．内容を確認しながら[進む]を押下 
２．カタカナのフリガナを入力し、[決済する]を押下 
３．登録したメール宛に「収納機関番号」、「お客様番号」、「確認番号」が届くが、念のため画面印刷をしておくとよい。 
  [次へ]を押下。 
４．予約申込が完了。この時点ではまだ申込は完了していない。Pay-easy（ペイジー）で支払いが完了して 
   申込が完了。このとき、３.の３つの数字や記号が必要になる。 

運営責任者 

注： 「収納機関番号」、「お客様番号」、「確認番号」は「予約申込完了後 

直ぐに届く。 
届かない場合は、運営責任者のメールアドレスが正しくない場合があるので、 
検定事務局に問合せる。 



14 

これで、団体受検申込み手続きは完了です。 
 
13ｐの予約申込後、 
金融機関にてPay-easy（ペイジー）による支払いが完了した時点で申込完了。 
“Pay-easy”支払に対応している金融機関はごく一部だが、全国にある郵便局のATMは 
“Pay-easy”に対応している。 
 
※この支払いが完了した時点で受検級を変更、または、受検級間違いがあった場合は、 
受検者が8～9pで正しい受検級を申込み、運営責任者が10p以降の決済手続きを行う。 
検定料の振込は必要で、振込済の検定料の移動はシステム上できない。 
変更前の振込が完了している検定料の返金は原則出来ない。 
 
以後のページは、確認や修正の際に必要な機能の説明。 

会場一括設定から、Pay-easyによる 

検定料振込期限は「4日間」 
なので会場一括設定のタイミングに注意 



②団体管理者画面－受検者情報の修正（管理者が修正する場合） 
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現在登録されている個人情報の修正が可能。 
個人情報は、個人に依頼して修正する方法と、 
管理者が直接修正する方法がある。 
 
※但し、受検級の修正は出来ないため、再度申込む。 
 当然、その際、検定料の決済は必要である。 



②団体管理者画面－受検者情報新規作成、受検者データ抽出  
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現在登録されている受検者の確認、新規登録、一括登録、ダウンロードが行える。 
このリストは、実受検者が抽出されるため、複数検定を受検しても１名分として抽出する。 
 

団体名 コース・学部・学科・部署 学年 クラス 姓 名 セイ メイ 性別 連絡先 携帯電話 メールアドレス 生年月日 検索コード

JJS-ID 姓 名 セイ メイ 検索コード 性別 連絡先 携帯電話メールアドレス 生年月日 団体名 コース・学部・学科・部署 学年 クラス

JS2028009 日本 太郎 ニホン タロウ 男 09012345678jjstc@ jjs.net 2000/1/1

JS2028010 山野 昌一 ヤマノ ショウイチ 男 0666241101yam ano@ tsujicho.com 1967/8/2 食物調理科

団体管理者が受検者情報を「新規作成」することは出
来るが、メールアドレスは本人のものをと登録する必要
があるので、管理者が新規作成することはほぼないと思
われる。 



②団体管理者画面－結果  
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試験結果の確認、ダウンロードが行えます。 

予約番号 結果 JJS-ID 姓 名 コース・学部・学科・部署 学年 クラス 科目 会場

運営責任者 



②団体管理者画面－登録情報  
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登録情報の確認、変更が行えます。 

運営責任者が変更になった場合は、変更をする。 

運営責任者 



②団体管理者画面－マニュアル  
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操作方法マニュアルの確認が行えます。 

運営責任者 



②団体管理者画面－サポートセンター  
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問い合わせ先の確認が行えます。 

運営責任者 

料理検定・菓子検定 事務局（平日9～17時） 

TEL：06-6624-6451 
Mail：kentei@tsuji.ac.jp 
住所：545-0053 
    大阪府大阪市阿倍野区松崎町316-11 
    辻調理師専門学校 
    料理検定・菓子検定 事務局 



①全体管理者画面－団体  
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現在登録されている団体の確認、新規登録が行えます。 
 
団体管理者ID発行申請ページから登録された情報も 
こちらに表示されます。 



①全体管理者画面－受検者  
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現在登録されている受検者の確認、ダウンロードが行えます。 
 

JJS-ID 姓 名 セイ メイ 性別 連絡先 携帯電話 メールアドレス 生年月日 団体名 コース・学部・学科・部署 学年 クラス 団体

JS2028009 日本 太郎 ニホン タロウ 男 09012345678 jjstc@ jjs.net 2000/1/1 あべの辻調高等学校

JS2028010 山野 昌一 ヤマノ ショウイチ男 0666241101 yam ano@ tsujicho.com 1967/8/2 食物調理科 あべの辻調高等学校



①全体管理者画面－予約  
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現在予約途中、予約完了の情報の確認、ダウンロードが行えます。 
 

予約番号 JJS-ID 姓 名 科目 会場 申込 団体

JS2028009 日本 太郎 未 あべの辻調高等学校

JS2028010 山野 昌一 未 あべの辻調高等学校



①全体管理者画面－Payeasy履歴  
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各団体でのPayeasyを利用した申し込み状況、支払い状況の確認が行えます。 
 



①全体管理者画面－結果  
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試験結果の登録、確認、ダウンロードが行えます。 
 

予約番号 結果

50

予約番号 結果 JJS-ID 姓 名 セイ メイ 性別 連絡先 携帯電話メールアドレス生年月日 団体名 コース・学部・学科・部署 学年 クラス 科目 会場 団体

50 JS2028059 日本 二郎 ニホン ジロウ 男 09012345678jjstc@ jjs.net2000/1/1 あべの辻調高等学校 料理検定1級 テスト本会場１ あべの辻調高等学校


