
  

 
 
プロメトリック受験予約手順 

ピープルサート社では、研修試験には公式電子書籍を配布しています。プロメトリック・バウチャーを購入時に
は、プロメトリック・ジャパンの国内試験システムのみで利用が可能なバウチャーと電子書籍のバウチャーを同時
に提供しています。海外の受験者の受験の場合には、ピープルサートへご相談ください。また、ピープルサートで
は、プロメトリック・バウチャー以外にも、１）自宅や勤務先から受験ができるオンライン・プロクタリング試験
用バウチャー、２）ピアソンVUE社用バウチャー、３）プロメトリック社日本以外のグローバル・バウチャーと他
に３種類をご用意しております。バウチャー間の互換性はございませんので、事前に、バウチャー種別をご確認の
上、ご利用ください。 
 

プロメトリック社での受験の場合には、１）電子書籍バウチャーを利用した電子書籍の展開、２）プロメトリッ
ク社での受験予約時、３）ピープルサート社でのアカウント登録時の３回に分けて個人情報の登録とアカウント設
定を必要としております。合格者は、必ずピープルサート社のウェブサイトへアカウントを設定登録ください。認
定書は、ピープルサート社のPASSPORTシステムでのみ発行となります。 
 

① ヴァイタルソース（Vital Source）社での電子書籍の提供 
② プロメトリック（Prometric）社での試験予約と受験 
③ ピープルサート(PeopleCert) 社での資格認定と資格情報管理 

 

  

ピープルサート・プロメトリック受験用バウチャー 
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ヴァイタルソース社での電子書籍の利用 

  プロメトリックバウチャーに付属している電子書籍のバウチャーは、ヴァイタルソース（Vital Source）社でご

利用いただけます。Vital Source 社のサービスでは、各種ブラウザーのサポートと、Windows, MacOS, iOS, 

Android, Kindle Fire, Chromebook でアプリケーションを提供しております。アプリケーションでは、日本語のサ

ポートを一部しており、電子書籍のオフラインでのダウンロード状態での利用が可能になります。 

  提供されるVital Source 社バウチャー： 

• 試験受験者のみの利用（転売や譲渡の禁止） 

• バウチャーを展開した一つのアカウントで、２台PCと２台のスマホ／タブレットをサポート 

• 印刷は1回2ページまでで５回程度まで 

• しおり、コメント、フラッシュカードの作成の利用が可能 
 

ヴァイタルソース社バウチャーを利用して展開されたヴァイタルソース社電子キャビネットの書籍には、プロ
メトリックのウェブサイト内の電子書籍サービスとは相互にアクセスはできません。 

 
 

事前準備：バウチャーコードの確認 
バウチャーコード（バイタルソース・バウチャー）は、半角英数字のコード体系です。 

 

V-Step 1：Vital Source のアカウントを作成   

以下のURLより、アカウントを作成または、サインインします。利用許諾の画面が表示されますので、同
意することで利用が可能になります。 

https://www.vitalsource.com/login 
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Role は、「I am a student」を選択します。 

 

Frist Name / Last Name は、ローマ字で記入します。 

 

Password は、以下の条件を満たす必要があります。 

• ８桁 

• 半角英数字 

• 大文字 

• 小文字 

• スペシャル文字 
 

 

 

V-Step 2：Vital Source バウチャーを利用する   

1. サインイン後の画面、右上側にある「Redeem」をメニューバーから選択する 

 

 

 

 

 

 

2. 「規約とプライバシー」画面が表示されるこ
とがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 「Redeem code」画面でバウチャーコードを
「Redemption Code」に入力して、「Redeem」を
クリックする。 
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V-Step 3： 電子書籍を利用する   
 

電子書籍のご利用方法は、Vital Source 社のヘルプ画面をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子書籍では、以下の機能が提供されています。 

• 複数端末からのアクセス： PC２台まで、スマホとタブレットで２台まで利用可能 

• アプリケーション利用によるオフライン学習（ダウンロード） 

• しおり／コメント／フラッシュカード 

• 文字検索 

• 一定ページ数までの個人利用での印刷 

 

 

 

 

  

ダウンロードのためのアプリケーション 
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プロメトリック社での試験予約 

 

プロメトリック社のバウチャーを利用した予約と受験について 

本人確認書類： プロメトリック社規定の本人確認書類2種類２点（プロメトリック社ウェブサイ
トでご確認ください。） 

予約受付期限：  試験日の3営業日*前（土日受験の場合は4営業日前）の23時 59分まで 
*営業日：土日・祝日・年末年始休業を除いた日 

 

バウチャーの有効期限： 有効期限が試験予約に必要です。試験予約の際のバウチャーの期限と各研
修会社様または販売者が設定している利用期限とは異なります。 

試験結果の案内： 試験後暫定結果を即時提供します。そして、最終試験結果と認定証は、ピープル
サートの受験者ポータルより７営業日以内に提供します。 

 

資格試験合格者の方へ 

受験後７営業日以内に、ピープルサート社から電子メールが配信されますので、必ず、以下の二つのアクショ

ンを実施してください。 

Ü 資格ポータルのアカウント登録 

Ü 資格認定書のダウンロード 

I 

 

事前準備：バウチャーコード（バウチャー）・プロモーションコードの確認 

バウチャーコード（プロメトリック・バウチャー）は予約前に入手してください。バウチャーはPCからス
タートする１２桁の半角英数字と有効期限です。例、PCxxxxxxxxxxx。YYYY／MM／DD 

バウチャーは、当社の認定パートナーよりご購入することが可能です。プロメトリック社から購入すると
割引がありません。 

 

Step 1：アカウントの取得／ログイン 
プロメトリック IDをお持ちでない方は、「プロメトリック ID取得」ボタンより IDを事前に取得してくだ
さい。IDをお持ちの方は「ログイン」ボタンをクリックし、取得済みのプロメトリック ID、パスワード、
CAPTCHA認証を半角英数字で入力後「ログイン」をクリックしてください。 

http://it.prometric-jp.com/testlist/peoplecert/ 

プロメトリックの予約システムは、2022年 9月 15日以降に変更がありました。過去のユーザーでは新
規の予約はできませんのでご注意ください。 

新しいログイン画面      古いログイン画面 
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Step ２：試験予約 
予約試験一覧画面が表示されますので、「試験を予約する」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 
Step ３：個人情報の確認 /確認事項や同意事項の確認画面 

登録されている個人情報をご確認ください。なお、認定団体独自の確認事項や同意事項が表示される場合
があります。必要な情報を入力してください。 
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Step ４：試験会場・日時選択 

希望する試験日を入力し、「地域」を選択するか、受験希望の「会場名」を入力して会場検索を実行して
ください。 

 

 
 

Step ５：試験時間の選択 

選択された試験日・地域・会場名にしたがって、現在予約可能な時間が表示されます。検索結果から、希
望する開始時間をクリックしてください。 
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Step ６：支払い方法の選択（バウチャーコード番号） 

認定試験機関または試験スポンサーとしてPeopleCert のロゴを選択してください。 
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Step ７：予約内容の確認 

予約内容に誤りがなければ、緊急連絡先電話番号を入力してください。 「次へ」をクリックすると、受験
料金の支払方法選択画面へ進みます。 

 

 

 

 
Step ８：バウチャーコード情報の入力 

「バウチャー番号」および「有効期限」を入力し、「次へ」をクリックしてください。 
 

 

 

 
Step ９：予約内容の確認 

予約内容に誤りがなければ、緊急連絡先電話番号を入力してください。 「次へ」をクリックすると、受験
料金の支払方法選択画面へ進みます。 

 

/-xx,xxx /-xx,xxx 

/-xx,xxx /-xx,xxx 
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Step 10：予約完了メールおよび確認書の印刷 

ご登録のEメールアドレス宛に予約完了メールを送信致します。 画面上の確認書を印刷し、会場へ持参し
てください。 （確認書を持参しなくても受験は可能です。試験日、集合時刻、試験会場情報、当日必要な
持物についてご確認ください。） 

 

【ご注意】 確認書および予約完了メールには、ご予約いただいた試験の「変更・キャンセル」受付期限が
記載されています。 明記されている受付期限を過ぎての変更・キャンセルはできませんのでご注意くださ
い。 
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受験終了後 

受験終了時のスコア・レポート 

テストセンターでの受験終了後に、チャプター毎の得点が記載されたスコア・レポートが手渡されます。 

 

ピープルサートからの電子認定書(e-Certificate)の連絡メール 

合格者には、電子認定書のダウンロード先とピープルサートのアカウントのアクティベートする電子メー
ルが７営業日以内に送付されます。ピープルサートのアカウントをお持ちでない場合には、リンクをクリ
ックしてアカウントをアクティベートしてください。ユーザーネームはプロメトリックで登録された電子
メールアドレスとなっています。既にピープルサートでアカウントがお持ちの受験者の場合には、アカウ
ントへログインしていただきますと、受験履歴を確認できます。 

 

 

 

電子認定書のダウンロード 

アカウントのアクティベーション 

©AXELOS Limited 2018. AXELOS®は AXELOS Limited の登録商標です。AgileSHIFTTMは AXELOS Limited の商標です。Swirl logo™ は AXELOS Limitedの商標です。複製にはAXELOS Limitedの許可が必要です。すべての権利は留保されています。

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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