
 

PeopleCert EXAM Registration  (受験者／試験登録) 
ピープルサートが提供する全ての研修資格試験は、PeopleCert 資格管理システムによって管理されています。初めて
PeopleCert Web サイトをご利用になる方は、受験情報の登録のために、以下の手順に従って、アカウントの作成とプロフ
ァイル等の試験資格情報の管理に必要な情報を入力してください。 

 

オンライン試験の利用時（模擬試験含む） 
（バウチャー利用またはクレジットカード利用） 

アカウントの作成とマイプロファイルの登録 

アップロードする書類（認定証／本人確認情
報）をアップロード （必要な場合） 

マイプロファイルの必須項目の再確認  

 

 

ログインしたままでバウチャーコードの入力
またはOLP試験の購入  

（電子書籍の取得展開；該当時） 

OLP試験の受験日時設定（と試験代金支払) 

試験情報の確認・完了 

１―アカウント作成とマイプロファイルの登録 
  

① PeopleCert.jp のログインページへ行き、ク
ッキー利用許諾に同意する。 

② 画面右上『EN』を『JA』にして日本語表示
する 。 

③ 人型 のアイコンをクリックして新規登
録または既存アカウントにサインイン。 

 
④ 新規登録の場合には、Facebook, Linkedin, 
Google でのログイン登録は日本人は利用で
きません。 

⑤ 新規登録“画面で以下の各項目を入力して
下さい。  

⑥ - お名前(ローマ字で姓と名) 
- 電子メールアドレス 
- 居住国 (日本または Japan) 

⑦ パスワード (半角英数字大小文字を含む７
文字以上)で設定して下さい。  

⑧ 以下の該当項目にチェックを入れて下さい。 

• I am over sixteen years old (16歳以上です) 
• PeopleCert からニュースやお得な情報を受
け取ることに同意します。 (MyITILの３ヶ月
無料のオファーには登録が必要です) 

• 同意する- PeopleCertの利用規約・個人情報保
護方針  

⑨ 「アカウントを作成する」をクリックします。 
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ピープルサート・パスポート試験登録クイックガイド 

 既にアカウントを持っている⽅は必ず既存
のアカウントをご利⽤ください。複数のアカウ
ントが異なる電⼦メールアドレスを使⽤して作
成された場合には統合はできません。 
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⑩ マイプロファイルを選択 

⑪ 「登録情報を編集する」と右
に表示されている場合には「登録
情報を編集する」をクリックする 

登録情報を入力後、保存する 

• 氏名は英語と日本語で、写真付
本人確認情報はオンライン・プ
ロクタリング試験(OLP)では必
須。パスポートを推奨。 

• 性別、母国語、誕生日、町番地、居住国、市区町村、郵
便番号(ハイフォン “-” なし) 

• 住所の記入はローマ字で、記入順序が日本とは異なり
ますのでご注意ください。 

• 携帯電話番号（必須）(冒頭の“０”の代わりに国番号日
本+81 を冒頭につけてください。“０”は削除、”-“も不
要)  例：+819012345678 

• 認定書に記載される氏名は、表示が適当になるように、<---->を利用して
修正してください。 

Ü 情報が登録できない場合は、項目を見直してください。 
 

2―アップロードする本人確認書と認定証・研修確認書がある場合 
 

⑫ 『２―アップロードする書類がある場合』 

a: 本人確認書類： ⑩「マイプロファイル」内の12-a「マイファイル／
ライブラリ」のタブをクリックしてファイルをアップロードして保存し
て下さい。 

b: 認定証、研修確認書： 「資格&Membership」のタブをクリックして
ファイルをアップロードして保存して下さい。 

12-b1: ファイル名は、ファイル名に追加として”姓”+”名”をローマ字で変
更後アップロードしてください。例； 
ITILv3Foudation_yamada_taro.pdf” 

以上で、プロファイルの登録は完了です。 

 

３―試験（バウチャー）コードの入力（認定教育機関から配布の場合） 
 
① ログインした状態でメイン画面に表示され
ている Exam コード入力欄に Exam コード
を入力 

• 一般的な Exam コードは数字(6 桁)-(6
桁)  例: 694440-753xxx  

• エラーになる場合は、研修会社へお問い
合わせください。 

   
②   マイプロファイルの必須情報の再確認 

• 英語での氏名と携帯番号を必ず確認して
ください。 

• 携帯番号は国識別コード「+81」を頭の0
の代わりに入れてください。 

よければ、『次へ』をクリックしてください。 
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③ 試験情報の確認をしてください。 

• Examコード 

• 試験名称 

• 試験タイプ(PB:紙試験等) 

• 試験日 

• 開始時間 

• 試験会場名 
 

④ 確認したら、『登録情報を完了する』をクリッ
クする 

 
⑤ 試験登録手続きが完了するとご登録のメー
ルアドレスに、登録情報とお知らせが配信さ
れます。 内容をご確認ください。  

• passport@peoplecert.org からのメー
ル配信が可能になっている必要がありま
す。 

 
⑥ メール以外にも、“Overview” – “試験情報”の
メニューからも試験登録情報のご確認をい
ただけます。  

（左は試験が登録されていない場合） 

 

⑦ 試験登録手続きが完了したが、以下の場合に
は、再度、PeopleCert Code が試験コード
として登録してください。 

• お知らせメールが配信されない 

• “Overview” ‒ “試験情報” に表示がない  

 

４―オンラインプロクタリング試験（OLP試験） 
 

認定教育機関または会社から提供されたOLPバウチャーまたはクレジットカードによる支払いが可能です。 
 

① ログインした状態でメイン画面に表示さ
れているExamコード（バウチャーコード）
入力欄にExamコードを入力 

• Examコードは半角英数字(6桁)-(6 桁)  
例: xx4440-753xxx  

• エラーになる場合は、研修会社へお問い
合わせください。 

 
   
② マイプロファイルの必須情報の再確認 

• 英語での氏名と携帯番号を必ず確認して
ください。 

• 携帯番号は国識別コード「+81」を頭の0
の代わりに入れてください。 

よければ、『次へ』をクリックしてください。 
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上記の例は、試験登録が完了しておりませんので、再度 試験開
始の3時間以上前までに登録手続きを完了して下さい。試験登録
が完了している場合には、上記の試験情報のフィールドに受験試
験名称が記載されます  

 



 

③ 試験情報の確認をしてください。 

• Native language を Japanese 選択  

• Proctor language を Japanese 選択 

• 試験日の選択 

• 試験開始時間の選択 

 

 

 

 

 

④ 日時を確認の上、『SELECT』をクリックする 
 
⑤ OLP 試験登録手続きが完了すると試験情

報の中に登録された OLP 試験を選択する
と左のサンプルページ表示されます。 

また、ご登録のメールアドレスに、登録情
報とお知らせが配信されます。 内容をご
確認ください。  

• passport@peoplecert.org からのメー
ル配信が可能になっている必要がありま
す。 

 
⑥ 試験監督管理ソフトウェア試験（EXAM 

CHEILD）をダウンロードしてシステムが
稼働可能か、試験開始前1日前までに動作
確認を実施してください。 

 

 
 

お問い合わせ先：  CustomerService@PeopleCert.org または日本の担当者までご連絡ください。 
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今日の変化を続けるデジタル時代において、ほとんどの
企業・組織がその運営方法を変えようとしています。変
更の必要性が生じている背景は次の通りです：

  増加する顧客のニーズと期待
  新たな競合他社の台頭による既存業界の崩壊
  今日のデジタル環境に通用しない従来のプロセス
  ペースの速い市場における変化を支えきれない企   
  業文化
変革が必要であっても、実行に移すことは容易ではあり
ません。

AgileSHIFTの対象者：
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リード.   変化.   変革.    

AgileSHIFTによる 
エンタープライズ 
 アジリティ文化の熟成
AgileSHIFTは、AXELOS（グローバル ベスト プラクティス 

プロバイダ）の最新の認定資格です。包括的な観点で、
AgileSHIFTはエンタープライズ アジリティ文化の熟成に
シンプルなフレームワークを採用し、組織変革のサポー
トに焦点を当てます。

ディスタラプティブで競争の激しい市場での成功を確実
にするために設計され、AgileSHIFTは顧客からの高まる
ニーズや期待、競合他社からのプレッシャー、および従
来のプロセスに対する企業・組織の前向きな対応をサ
ポートします。

AgileSHIFTによる上記の点の達成方法：   

 組織全体が変化・変革の必要性を積極的に受け入 
 れることを奨励
   組織変革に取り組んでいる組織にとってのエンター      
 プライズ アジリティ文化の有益性を具体化

   一般的なアジャイル方式、およびエンタープライズ  

 アジリティとの関連性の概要を提供  

 組織やチームが採用・定着させることが可能なシン 
 プルなアジャイルフレームワークを提供

変革を実現する人材 (Change enablers) : ビジネス変革に積
極的に取り組むリーダーや個人で、次のような人を指します。
変革型マネージャー
チェンジマネージャー
コーチまたはインフルエンサー
プロダクトマネジメント、ポートフォリオマネジメント（プ
ロジェクトマネジメントオフィス）、財務、人事、法務、営業、
およびマーケティング部門の管理職従事者

AgileSHIFT認定資格を
取得する理由：
組織変革の必要性に対する認識と理解
アジャイル方式およびリーン方式を活用し、これらの原則が
活用可能
迅速性のある組織文化の形成・熟成
目的に応じて調整可能なフレームワークで組織変革を達成

AgileSHIFTと他のアジャイル方式
アジャイル方式と関連資格（リーンやカンバン）は、従来、ITとソフ
トウェアデリバリーに焦点を当てていましたが、AgileSHIFTはアジ
ャイル方式の価値観と考え方を組織全体に適用します。
AgileSHIFTとPRINCE2 Agile®:  PRINCE2 Agileは、アジャイ
ルの文脈におけるプロジェクトマネジメントに関してガイダンス
を提供します。一方、AgileSHIFTは、プロジェクトマネジメント オフ
ィスだけでなく、組織全体とその組織文化に焦点を当てる点に置
いて異なっています。
AgileSHIFTとMSP®:  Managing Successful Programmes 

(MSP®) は、プログラムマネジメントにおけるフレームワーク並
びに原則とプロセスを提供し、大きく複雑な変化を管理可能な相
互関連した可視化したプロジェクトに転換させます。AgileSHIFT

は、ディスタラプションや組織変革にとってのエンタープライズ ア
ジリティの必要性を探り明確化します。AgileSHIFTは、プロセスよ
りもこの変化を実現させる文化や考え方を重視します。

PeopleCertはプロフェッショナルスキルの評価、および認定におけるグローバルリーダーで
す。多国籍企業や政府機関省庁と提携して試験を開発し提供しています。PeopleCertは世界
200カ国にわたり25言語で最新鋭の評価テクノロジーを使った試験を提供し、学びを通して
それぞれの可能性を最大限に発揮し、目標を達成するための支援をしています。

PeopleCert - ピープルサートについて
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  新たな競合他社の台頭による既存業界の崩壊
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プロバイダ）の最新の認定資格です。包括的な観点で、
AgileSHIFTはエンタープライズ アジリティ文化の熟成に
シンプルなフレームワークを採用し、組織変革のサポー
トに焦点を当てます。

ディスタラプティブで競争の激しい市場での成功を確実
にするために設計され、AgileSHIFTは顧客からの高まる
ニーズや期待、競合他社からのプレッシャー、および従
来のプロセスに対する企業・組織の前向きな対応をサ
ポートします。

AgileSHIFTによる上記の点の達成方法：   

 組織全体が変化・変革の必要性を積極的に受け入 
 れることを奨励
   組織変革に取り組んでいる組織にとってのエンター      
 プライズ アジリティ文化の有益性を具体化
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およびマーケティング部門の管理職従事者

AgileSHIFT認定資格を
取得する理由：
組織変革の必要性に対する認識と理解
アジャイル方式およびリーン方式を活用し、これらの原則が
活用可能
迅速性のある組織文化の形成・熟成
目的に応じて調整可能なフレームワークで組織変革を達成

AgileSHIFTと他のアジャイル方式
アジャイル方式と関連資格（リーンやカンバン）は、従来、ITとソフ
トウェアデリバリーに焦点を当てていましたが、AgileSHIFTはアジ
ャイル方式の価値観と考え方を組織全体に適用します。
AgileSHIFTとPRINCE2 Agile®:  PRINCE2 Agileは、アジャイ
ルの文脈におけるプロジェクトマネジメントに関してガイダンス
を提供します。一方、AgileSHIFTは、プロジェクトマネジメント オフ
ィスだけでなく、組織全体とその組織文化に焦点を当てる点に置
いて異なっています。
AgileSHIFTとMSP®:  Managing Successful Programmes 

(MSP®) は、プログラムマネジメントにおけるフレームワーク並
びに原則とプロセスを提供し、大きく複雑な変化を管理可能な相
互関連した可視化したプロジェクトに転換させます。AgileSHIFT

は、ディスタラプションや組織変革にとってのエンタープライズ ア
ジリティの必要性を探り明確化します。AgileSHIFTは、プロセスよ
りもこの変化を実現させる文化や考え方を重視します。

PeopleCertはプロフェッショナルスキルの評価、および認定におけるグローバルリーダーで
す。多国籍企業や政府機関省庁と提携して試験を開発し提供しています。PeopleCertは世界
200カ国にわたり25言語で最新鋭の評価テクノロジーを使った試験を提供し、学びを通して
それぞれの可能性を最大限に発揮し、目標を達成するための支援をしています。

PeopleCert - ピープルサートについて
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注意： 試験監督の日本語対応と日本語での本人確認書類を利用される場合に
は、試験監督言語を日本語としてください。 

 


