
 

 

不動産流通実務検定“スコア”受検の⼿引き 

この⼿引きは、検定の申込〜検定終了までの⼀連の流れをご説明したものです。 

特に、受検時には、プリントアウトをしてお⼿元に開きながら、受検⼿順にお進みいただくようお
願いいたします。 
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受検開始時の注意事項 

・事前の環境設定を再度ご確認ください。・・・Ｐ3〜4（タブレットを使用して受検する方は P5〜6） 

・パソコン・タブレットのバッテリー残量は⼗分ですか？ 

・通信環境は安定していますか？試験問題のダウンロードに時間がかかる可能性があります。（特に Wifi 

環境等ではご注意ください） 

・受検最終日の 23：30 までに試験問題をダウンロードして、速やかに検定を開始してください。 
 
受検中の注意事項 

・Windows 更新プログラムの適用によって 150 分の試験中に PC の再起動を⾏うと、再起動後に受検の
再開ができなくなることがあります。受検中に再起動しないように更新プログラムの適用は受検前
に済ませてくださるようお願いします。受検中に PC 再起動を促すメッセージが表示された場合、
キャンセルして採点終了後に再起動してください。 

・受検中は、ブラウザの強制終了「×」を押さないでください。それまでの解答データは保存されず、
システム上は 受検中 のままエラーとなります。途中で終了する場合は、必ず試験画面下部の 

試験終了ボタンを押してください。 

・通信環境の安定しているところで受検してください。試験終了後、⾃動的に解答データのアップロー
ドが⾏われます。通信環境が不安定な場合、アップロードがスムーズに⾏われず、解答データが保
存されません。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 教育事業部 

 TEL 03-5843-2078（平日 9:30～17:00）   e-mail:score@retpc.jp 

※11 月 27 日（日）のみ臨時に 070-4018-5051 にてお問い合わせを承ります。 

法人申込で既にユーザ登録済みの
方は、9 ページからご覧ください。 
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 －①メールアドレス登録－

の手引き 

不動産流通実務検定“スコア” 受検の準備

の受検の流れ

メールアドレス登録－

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

http://www.retpc.jp/score
 
 
 
※”スコア“の
ねてお試しください。
マイページを作成します。
個人申込み［初めての方］ボタンをクリックします。

※「『企業・団体の一括申込み』」をご利用希望の方へ

一括申込みでは、受検料の一括入金及び受検者の一括登録を行うことができます。

ご希望の場合は、緑色の

ォームから当センターへメッセージをご送信ください。後日、当センターからご連絡を

差し上げます。

［マイページ作成］ボタンをクリックします。

メールアドレスを⼊⼒します
い。 

⼊⼒したメールアドレスが⼀致すると［確認画⾯へ
れます。［確認画⾯へ］ボタンを

 

表示されたメールアドレスを確認して、［登録
ます。

訂正する場合は

登録後、
トルの
本文中の
ください。
※メールが届かない場合

いか、確認してください。
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の準備 

の流れについて説明

メールアドレス登録－ 

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

http://www.retpc.jp/score

”スコア“のお試し版もご用意しております。動作環境チェックも兼
ねてお試しください。
マイページを作成します。
個人申込み［初めての方］ボタンをクリックします。

※「『企業・団体の一括申込み』」をご利用希望の方へ

一括申込みでは、受検料の一括入金及び受検者の一括登録を行うことができます。

ご希望の場合は、緑色の

ォームから当センターへメッセージをご送信ください。後日、当センターからご連絡を

差し上げます。 

［マイページ作成］ボタンをクリックします。

メールアドレスを⼊⼒します
 

⼊⼒したメールアドレスが⼀致すると［確認画⾯へ
れます。［確認画⾯へ］ボタンを

 

表示されたメールアドレスを確認して、［登録
。 

 
訂正する場合は、［戻る

 

登録後、「【不動産流通実務検定】登録
トルのメールが届きます。
本文中の URL をクリックして、
ください。 

メールが届かない場合

いか、確認してください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

説明します。 

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

http://www.retpc.jp/score

お試し版もご用意しております。動作環境チェックも兼
ねてお試しください。 

マイページを作成します。 

個人申込み［初めての方］ボタンをクリックします。

 
※「『企業・団体の一括申込み』」をご利用希望の方へ

一括申込みでは、受検料の一括入金及び受検者の一括登録を行うことができます。

ご希望の場合は、緑色の「企業・団体のお問い合わせ

ォームから当センターへメッセージをご送信ください。後日、当センターからご連絡を

［マイページ作成］ボタンをクリックします。

 

メールアドレスを⼊⼒します。

⼊⼒したメールアドレスが⼀致すると［確認画⾯へ
れます。［確認画⾯へ］ボタンを

表示されたメールアドレスを確認して、［登録

［戻る］ボタンをクリック

【不動産流通実務検定】登録
メールが届きます。 

をクリックして、

メールが届かない場合、@cbt-s.com 

いか、確認してください。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

 

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

http://www.retpc.jp/score-kentei/

お試し版もご用意しております。動作環境チェックも兼

個人申込み［初めての方］ボタンをクリックします。

※「『企業・団体の一括申込み』」をご利用希望の方へ

一括申込みでは、受検料の一括入金及び受検者の一括登録を行うことができます。

「企業・団体のお問い合わせ

ォームから当センターへメッセージをご送信ください。後日、当センターからご連絡を

［マイページ作成］ボタンをクリックします。

 

。確認のためにもう

⼊⼒したメールアドレスが⼀致すると［確認画⾯へ
れます。［確認画⾯へ］ボタンをクリックします。

表示されたメールアドレスを確認して、［登録

］ボタンをクリック

【不動産流通実務検定】登録 URL

をクリックして、24 時間以内にマイページを作成して

s.com からのメールが迷惑メールに振り分けられていな

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

kentei/ 

お試し版もご用意しております。動作環境チェックも兼

個人申込み［初めての方］ボタンをクリックします。 

※「『企業・団体の一括申込み』」をご利用希望の方へ 

一括申込みでは、受検料の一括入金及び受検者の一括登録を行うことができます。

「企業・団体のお問い合わせ」ボタンをクリックして、専用フ

ォームから当センターへメッセージをご送信ください。後日、当センターからご連絡を

［マイページ作成］ボタンをクリックします。 

確認のためにもう 1 度⼊⼒してくださ

⼊⼒したメールアドレスが⼀致すると［確認画⾯へ］ボタン
クリックします。 

表示されたメールアドレスを確認して、［登録］ボタンをクリック

］ボタンをクリックします。 

URL のお知らせ

時間以内にマイページを作成して

からのメールが迷惑メールに振り分けられていな

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。 

お試し版もご用意しております。動作環境チェックも兼

 

一括申込みでは、受検料の一括入金及び受検者の一括登録を行うことができます。 

ボタンをクリックして、専用フ
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度⼊⼒してくださ

］ボタンが表示さ
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のお知らせ」というタイ

時間以内にマイページを作成して

からのメールが迷惑メールに振り分けられていな
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17:00） 

お試し版もご用意しております。動作環境チェックも兼

 

ボタンをクリックして、専用フ

ォームから当センターへメッセージをご送信ください。後日、当センターからご連絡を

度⼊⼒してくださ

が表示さ

し

」というタイ

時間以内にマイページを作成して

からのメールが迷惑メールに振り分けられていな
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マイページを作成する

不動産流通実務検定“スコア” 受検

マイページを作成する  

受検の手引き

  －②受検者情報

の手引き 

受検者情報の

受検
「【不動産流通実務検定】登録
をクリックして、登録画⾯に
氏名
フリガナ
パスワード
⽣年⽉⽇
性別
郵便番号
都道府県
住所（市区町村番地）
連絡先電話番号１
必要に応じて任意項目
よろしければ、
［確認画⾯へ

※入力

 
 

受検者情報を確認して、［

内容を修正する場合は、
⾯に戻ります。

※ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻ると、警告が表示される場合があります。入

力内容が失われる場合もありますので、ご注意ください。

 

マイページが作成されました。
「【不動産流通実務検定】マイページ作成完了のお知らせ（受検
申込に進んでください）」というタイトルのメールが届きます。

2 

の登録－ 

受検者情報の登録を⾏います。
【不動産流通実務検定】登録

をクリックして、登録画⾯に
氏名        

フリガナ    

パスワード ※半角英字・半角数字の組み合わせ
⽣年⽉⽇    

性別 

郵便番号 

都道府県 

住所（市区町村番地）
連絡先電話番号１
必要に応じて任意項目
よろしければ、アンケートにもお答えください。
［確認画⾯へ］ボタンをクリックします。

 
※入力内容に誤りがある場合は、以下の警告が表示されます。再入力をお願いします。

受検者情報を確認して、［

 
内容を修正する場合は、
⾯に戻ります。 

※ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻ると、警告が表示される場合があります。入

力内容が失われる場合もありますので、ご注意ください。

マイページが作成されました。
「【不動産流通実務検定】マイページ作成完了のお知らせ（受検
申込に進んでください）」というタイトルのメールが届きます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

者情報の登録を⾏います。
【不動産流通実務検定】登録

をクリックして、登録画⾯に

半角英字・半角数字の組み合わせ

住所（市区町村番地） 

連絡先電話番号１ 

必要に応じて任意項目をご記⼊ください。
アンケートにもお答えください。

］ボタンをクリックします。

 
がある場合は、以下の警告が表示されます。再入力をお願いします。

受検者情報を確認して、［登録する

内容を修正する場合は、左下
 

 
※ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻ると、警告が表示される場合があります。入

力内容が失われる場合もありますので、ご注意ください。

マイページが作成されました。
「【不動産流通実務検定】マイページ作成完了のお知らせ（受検
申込に進んでください）」というタイトルのメールが届きます。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

者情報の登録を⾏います。 印の⼊⼒欄
【不動産流通実務検定】登録 URL のお知らせ

をクリックして、登録画⾯に以下の必須項目を⼊⼒してください。

半角英字・半角数字の組み合わせ

ご記⼊ください。
アンケートにもお答えください。

］ボタンをクリックします。

がある場合は、以下の警告が表示されます。再入力をお願いします。

登録する］ボタンをクリック

左下の［戻って修正する］ボタンで前の画

※ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻ると、警告が表示される場合があります。入

力内容が失われる場合もありますので、ご注意ください。

マイページが作成されました。 

「【不動産流通実務検定】マイページ作成完了のお知らせ（受検
申込に進んでください）」というタイトルのメールが届きます。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

の⼊⼒欄は必須項目です。
のお知らせ」メール本文の
必須項目を⼊⼒してください。

半角英字・半角数字の組み合わせで 8

ご記⼊ください。 

アンケートにもお答えください。 

］ボタンをクリックします。 

がある場合は、以下の警告が表示されます。再入力をお願いします。

］ボタンをクリック

の［戻って修正する］ボタンで前の画

※ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻ると、警告が表示される場合があります。入

力内容が失われる場合もありますので、ご注意ください。 

「【不動産流通実務検定】マイページ作成完了のお知らせ（受検
申込に進んでください）」というタイトルのメールが届きます。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

必須項目です。 

」メール本文の URL

必須項目を⼊⼒してください。

8 文字〜20 文字

がある場合は、以下の警告が表示されます。再入力をお願いします。

］ボタンをクリックします。 

の［戻って修正する］ボタンで前の画

※ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻ると、警告が表示される場合があります。入

 

「【不動産流通実務検定】マイページ作成完了のお知らせ（受検
申込に進んでください）」というタイトルのメールが届きます。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

 

URL

必須項目を⼊⼒してください。 

文字 

がある場合は、以下の警告が表示されます。再入力をお願いします。 

 

 

の［戻って修正する］ボタンで前の画

※ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻ると、警告が表示される場合があります。入

「【不動産流通実務検定】マイページ作成完了のお知らせ（受検
申込に進んでください）」というタイトルのメールが届きます。 
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受検登録をする
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受検登録をする

不動産流通実務検定“スコア” 受検

受検登録をする  －①動作環境

受検の手引き

動作環境の

の手引き 

のチェック

初めてログインする
PC の場合、
１．動作環境チェック
 ①動作環境チェック
 ②
２．ブラウザの事前設定
 
まず最初に、
 

推奨動作環境
［環境チェック］ボタンをクリックします。

 
環境チェックプログラムが起動します。

 
 

3 

チェック（PC の場合）

初めてログインする
の場合、以下

１．動作環境チェック
①動作環境チェック
②FLASH 確認

２．ブラウザの事前設定

まず最初に、①動作環境チェック

推奨動作環境の⼀覧
［環境チェック］ボタンをクリックします。

 

環境チェックプログラムが起動します。

 
 

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

［閉じる］ボタンをクリックし

 
非適合の場合は、［対策］ボタンをクリックすると対策が表
示されますので説明に従って設定を変更してください。

 
設定変更後に、
再度、環境チェックプログラムを起動します。

※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合

次に、②FLASH

 

Adobe Flash Player 

画⾯の中に、赤いボックスが転がる動画が表示され
Flash Player

Flash Player

ください。
ブラウザの閉じるボタンをクリックしてウィンドウを閉じま
す。 

※動画の再生後に画面が空白になる

ーまたはブラウザの更新ボタンで再読み込み

※Flash Player

①動作確認チェック
チェック欄をクリックします。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

の場合）※タブレットの方は

初めてログインするときは、動作環境
以下の設定を確認します。

１．動作環境チェック 

①動作環境チェック 

確認 

２．ブラウザの事前設定 

①動作環境チェック

の⼀覧が表示されます。
［環境チェック］ボタンをクリックします。

 

環境チェックプログラムが起動します。

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

［閉じる］ボタンをクリックし

  
非適合の場合は、［対策］ボタンをクリックすると対策が表
示されますので説明に従って設定を変更してください。

後に、左下の［再環境チェック］ボタンで
環境チェックプログラムを起動します。

 
※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合

FLASH 確認 

Adobe Flash Player のページが表示されます。
に、赤いボックスが転がる動画が表示され

Flash Player がインストール済で
Flash Player が未インストール
ください。 

ブラウザの閉じるボタンをクリックしてウィンドウを閉じま

※動画の再生後に画面が空白になる

ーまたはブラウザの更新ボタンで再読み込み

Flash Player をインストールしても表示されない場合は

動作確認チェック と
チェック欄をクリックします。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

タブレットの方は

、動作環境の
設定を確認します。 

①動作環境チェックの文字をクリックします。

が表示されます。 

［環境チェック］ボタンをクリックします。

環境チェックプログラムが起動します。

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

［閉じる］ボタンをクリックして

非適合の場合は、［対策］ボタンをクリックすると対策が表
示されますので説明に従って設定を変更してください。

の［再環境チェック］ボタンで
環境チェックプログラムを起動します。

※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合

 の文字をクリックします。

のページが表示されます。
に、赤いボックスが転がる動画が表示され

がインストール済で正常に動作しています。
インストールの場合は、インストールして

ブラウザの閉じるボタンをクリックしてウィンドウを閉じま

※動画の再生後に画面が空白になる場合があります。

ーまたはブラウザの更新ボタンで再読み込み

をインストールしても表示されない場合は

と ②FLASH

チェック欄をクリックします。 

 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

タブレットの方は 5 ページ

の確認を⾏います。
 

の文字をクリックします。

 

［環境チェック］ボタンをクリックします。 

環境チェックプログラムが起動します。 

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

てウィンドウを閉じ

非適合の場合は、［対策］ボタンをクリックすると対策が表
示されますので説明に従って設定を変更してください。

の［再環境チェック］ボタンで
環境チェックプログラムを起動します。

※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合

の文字をクリックします。

のページが表示されます。
に、赤いボックスが転がる動画が表示され

正常に動作しています。
場合は、インストールして

ブラウザの閉じるボタンをクリックしてウィンドウを閉じま

があります。キーボードの［

ーまたはブラウザの更新ボタンで再読み込みしてください。

をインストールしても表示されない場合は

FLASH 確認 が終了したら、

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

ページへ 

ます。 

の文字をクリックします。 

 

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

 
ウィンドウを閉じます。

非適合の場合は、［対策］ボタンをクリックすると対策が表
示されますので説明に従って設定を変更してください。 

の［再環境チェック］ボタンで、 

環境チェックプログラムを起動します。

※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合はご連絡ください。

の文字をクリックします。 

のページが表示されます。 

に、赤いボックスが転がる動画が表示されれば、
正常に動作しています。 

場合は、インストールして

ブラウザの閉じるボタンをクリックしてウィンドウを閉じま

キーボードの［F5］キ

してください。 

をインストールしても表示されない場合はご連絡ください。

が終了したら、 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

 

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。 

ます。 

非適合の場合は、［対策］ボタンをクリックすると対策が表
 

ご連絡ください。 

れば、
 

場合は、インストールして

ブラウザの閉じるボタンをクリックしてウィンドウを閉じま

］キ

ご連絡ください。 



不動産流通実務検定“スコア”

 

 

受検登録をする

不動産流通実務検定“スコア”

受検登録をする

不動産流通実務検定“スコア” 受検

受検登録をする  －②ブラウザの事前設定

受検の手引き

－②ブラウザの事前設定

の手引き 

－②ブラウザの事前設定

PDF

※この画像は本マニュアルの最終ページにフルサイズ版を添付し
ています。
 
※

でください
 

 

※「

 
設定が終了したら、チェック欄をクリックします。

 
1

［受検者用マイページへ］ボタンがクリックできるようになりま
す。

 
 
［受検者用マイページへ］ボタンをクリックすると、ログイン画⾯が
表示されます。
 
「１．環境設定」と「２．ブラウザの事前設定」の画⾯は、ログイン
時に常に表示されます。
同じコンピュータで２回目以降ログインする場合は、チェック欄にチ
ェックをしてログイン画⾯に進んでください。
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－②ブラウザの事前設定（PC の場合）

最後に、PC

①、②の設定方法はコチラ
法の PDF が表示されます。
 
 
 
 
 

PDF の説明に沿ってブラウザを設定してください。
※この画像は本マニュアルの最終ページにフルサイズ版を添付し
ています。 
 
※Internet Explorer

でください。正常に採点が⾏えない恐れがあります。
 

 

※「InPrivate」が表示されている場合、履歴データが残りません。規定の設定で

は有効になっていません

 
設定が終了したら、チェック欄をクリックします。

 
1 と 2 のチェック欄にチェックすると、設定完了です。
［受検者用マイページへ］ボタンがクリックできるようになりま
す。 

 

［受検者用マイページへ］ボタンをクリックすると、ログイン画⾯が
表示されます。 

「１．環境設定」と「２．ブラウザの事前設定」の画⾯は、ログイン
時に常に表示されます。
同じコンピュータで２回目以降ログインする場合は、チェック欄にチ
ェックをしてログイン画⾯に進んでください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

の場合） 

PC のブラウザの設定を確認します。
の設定方法はコチラ

が表示されます。

の説明に沿ってブラウザを設定してください。
※この画像は本マニュアルの最終ページにフルサイズ版を添付し

Internet Explorer の「InPrivate 

。正常に採点が⾏えない恐れがあります。

が表示されている場合、履歴データが残りません。規定の設定で

は有効になっていませんが、念のためご確認ください。

設定が終了したら、チェック欄をクリックします。

のチェック欄にチェックすると、設定完了です。
［受検者用マイページへ］ボタンがクリックできるようになりま

［受検者用マイページへ］ボタンをクリックすると、ログイン画⾯が

「１．環境設定」と「２．ブラウザの事前設定」の画⾯は、ログイン
時に常に表示されます。 

同じコンピュータで２回目以降ログインする場合は、チェック欄にチ
ェックをしてログイン画⾯に進んでください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

のブラウザの設定を確認します。
の設定方法はコチラ の文字をクリックすると、設定方

が表示されます。 

の説明に沿ってブラウザを設定してください。
※この画像は本マニュアルの最終ページにフルサイズ版を添付し

InPrivate ブラウズ
。正常に採点が⾏えない恐れがあります。

が表示されている場合、履歴データが残りません。規定の設定で

が、念のためご確認ください。

設定が終了したら、チェック欄をクリックします。

 

のチェック欄にチェックすると、設定完了です。
［受検者用マイページへ］ボタンがクリックできるようになりま

［受検者用マイページへ］ボタンをクリックすると、ログイン画⾯が

「１．環境設定」と「２．ブラウザの事前設定」の画⾯は、ログイン

同じコンピュータで２回目以降ログインする場合は、チェック欄にチ
ェックをしてログイン画⾯に進んでください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

のブラウザの設定を確認します。 

の文字をクリックすると、設定方

の説明に沿ってブラウザを設定してください。
※この画像は本マニュアルの最終ページにフルサイズ版を添付し

ブラウズモード」は
。正常に採点が⾏えない恐れがあります。

が表示されている場合、履歴データが残りません。規定の設定で

が、念のためご確認ください。 

設定が終了したら、チェック欄をクリックします。

のチェック欄にチェックすると、設定完了です。
［受検者用マイページへ］ボタンがクリックできるようになりま

 

［受検者用マイページへ］ボタンをクリックすると、ログイン画⾯が

「１．環境設定」と「２．ブラウザの事前設定」の画⾯は、ログイン

同じコンピュータで２回目以降ログインする場合は、チェック欄にチ
ェックをしてログイン画⾯に進んでください。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

 

の文字をクリックすると、設定方

の説明に沿ってブラウザを設定してください。 

※この画像は本マニュアルの最終ページにフルサイズ版を添付し

モード」は使用しない
。正常に採点が⾏えない恐れがあります。 

 

が表示されている場合、履歴データが残りません。規定の設定で

設定が終了したら、チェック欄をクリックします。 

のチェック欄にチェックすると、設定完了です。 

［受検者用マイページへ］ボタンがクリックできるようになりま

 

［受検者用マイページへ］ボタンをクリックすると、ログイン画⾯が

「１．環境設定」と「２．ブラウザの事前設定」の画⾯は、ログイン

同じコンピュータで２回目以降ログインする場合は、チェック欄にチ

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

の文字をクリックすると、設定方

※この画像は本マニュアルの最終ページにフルサイズ版を添付し

使用しない

 
が表示されている場合、履歴データが残りません。規定の設定で

［受検者用マイページへ］ボタンがクリックできるようになりま

［受検者用マイページへ］ボタンをクリックすると、ログイン画⾯が

「１．環境設定」と「２．ブラウザの事前設定」の画⾯は、ログイン

同じコンピュータで２回目以降ログインする場合は、チェック欄にチ



不動産流通実務検定“スコア”

 

 

受検登録をする

初めてログインするときは、動作環境の確認を⾏います。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不動産流通実務検定“スコア”

受検登録をする

初めてログインするときは、動作環境の確認を⾏います。

不動産流通実務検定“スコア” 受検

受検登録をする  －①動作環境

初めてログインするときは、動作環境の確認を⾏います。

受検の手引き

動作環境の

初めてログインするときは、動作環境の確認を⾏います。

の手引き 

のチェック

初めてログインするときは、動作環境の確認を⾏います。
タブレット
１．動作環境チェック
 ①動作環境チェック
２．ブラウザの事前設定
 ①推奨ブラウザの使用
 ②ブラウザのプライベートモードを解除
［動作環境の確認及びブラウザの事前設定はコチラ。］の文字を
プします。

 
まず最初に、
推奨動作環境
［

 
環境チェックプログラムが起動します。

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

［閉じる］ボタンをタップ

 
非適合の場合は、［対策］ボタンを
ので説明に従って設定を変更してください。

設定変更後に、

再度、環境チェックプログラムを起動します。
※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合はご連絡ください。
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チェック（タブレット

初めてログインするときは、動作環境の確認を⾏います。 

タブレットの場合、以下
１．動作環境チェック

①動作環境チェック
２．ブラウザの事前設定

推奨ブラウザの使用
②ブラウザのプライベートモードを解除

［動作環境の確認及びブラウザの事前設定はコチラ。］の文字を
します。 

まず最初に、①動作環境チェック
推奨動作環境の⼀覧が表示されます。
［環境チェック

 
 
環境チェックプログラムが起動します。

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

［閉じる］ボタンをタップ

 
非適合の場合は、［対策］ボタンを
ので説明に従って設定を変更してください。

 
設定変更後に、右上

再度、環境チェックプログラムを起動します。
※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合はご連絡ください。

 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

タブレットの場合）

の場合、以下の設定を確認します。
１．動作環境チェック 

①動作環境チェック 

２．ブラウザの事前設定 

推奨ブラウザの使用 

②ブラウザのプライベートモードを解除
［動作環境の確認及びブラウザの事前設定はコチラ。］の文字を

①動作環境チェック
の⼀覧が表示されます。

環境チェック］ボタンを

 

環境チェックプログラムが起動します。

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

［閉じる］ボタンをタップしてウィンドウを閉じます。

非適合の場合は、［対策］ボタンを
ので説明に従って設定を変更してください。

右上の［再環境チェック］ボタンで、

再度、環境チェックプログラムを起動します。
※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合はご連絡ください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

の場合）※PC の方は

設定を確認します。

②ブラウザのプライベートモードを解除
［動作環境の確認及びブラウザの事前設定はコチラ。］の文字を

①動作環境チェックの文字を
の⼀覧が表示されます。 

をタップします

環境チェックプログラムが起動します。

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

してウィンドウを閉じます。

非適合の場合は、［対策］ボタンをタップすると対策が表示されます
ので説明に従って設定を変更してください。

の［再環境チェック］ボタンで、

再度、環境チェックプログラムを起動します。
※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合はご連絡ください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

の方は 7 ページ

設定を確認します。 

②ブラウザのプライベートモードを解除 

［動作環境の確認及びブラウザの事前設定はコチラ。］の文字を

 

の文字をタップします。
の⼀覧が表示されます。 

タップします。 

環境チェックプログラムが起動します。 

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。

 
してウィンドウを閉じます。

すると対策が表示されます
ので説明に従って設定を変更してください。 

の［再環境チェック］ボタンで、 

再度、環境チェックプログラムを起動します。
※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合はご連絡ください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

ページへ 

［動作環境の確認及びブラウザの事前設定はコチラ。］の文字をタッ

します。 

 

適切な動作環境の場合、以下のメッセージが表示されます。 

してウィンドウを閉じます。 

すると対策が表示されます

 

 

※修正とチェックを繰り返しても推奨環境にならない場合はご連絡ください。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

タッ

 

すると対策が表示されます

 

 



不動産流通実務検定“スコア”

 

 

受検登録をする

不動産流通実務検定“スコア”

受検登録をする

不動産流通実務検定“スコア” 受検

受検登録をする  －②ブラウザの事前設定

受検の手引き

－②ブラウザの事前設定

の手引き 

－②ブラウザの事前設定（

 
Safari
 
「プライベート」の文字が白抜きになっている状態では、
正常に⾏うことができません。
 
プライベートブラウズをオフにした
てください。
 
解答を終了して採点を⾏う前にも、念のために、誤ってタップし
てプライベートブラウズをオンにしてしまっていないか、もう⼀
度ご確認ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
［「マイページログイン」に戻る
画⾯が表示されます。

 
 

 

6 

（タブレット

最後に、タブレットのブラウザの設定を確認します。
受検には推奨
また、Safari

は「シークレットモード」
設定がありますが、必ず解除して受検してください
リンクをタップ

 
Safari の例が表示されます。

「プライベート」の文字が白抜きになっている状態では、
正常に⾏うことができません。

プライベートブラウズをオフにした
てください。 

解答を終了して採点を⾏う前にも、念のために、誤ってタップし
てプライベートブラウズをオンにしてしまっていないか、もう⼀
度ご確認ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「マイページログイン」に戻る
画⾯が表示されます。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

タブレットの場合）

最後に、タブレットのブラウザの設定を確認します。
推奨ブラウザの利用をお願いします。

Safari には「プライベートブラウズモード」、
「シークレットモード」

設定がありますが、必ず解除して受検してください
タップしてください。

の例が表示されます。

「プライベート」の文字が白抜きになっている状態では、
正常に⾏うことができません。

プライベートブラウズをオフにした
 

解答を終了して採点を⾏う前にも、念のために、誤ってタップし
てプライベートブラウズをオンにしてしまっていないか、もう⼀
度ご確認ください。 

「マイページログイン」に戻る
画⾯が表示されます。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

の場合） 

最後に、タブレットのブラウザの設定を確認します。
ブラウザの利用をお願いします。
には「プライベートブラウズモード」、

「シークレットモード」という、通信の履歴情報を残さない
設定がありますが、必ず解除して受検してください

してください。 

の例が表示されます。 

「プライベート」の文字が白抜きになっている状態では、
正常に⾏うことができません。 

プライベートブラウズをオフにした状態

解答を終了して採点を⾏う前にも、念のために、誤ってタップし
てプライベートブラウズをオンにしてしまっていないか、もう⼀

「マイページログイン」に戻る］ボタンを

 

 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

最後に、タブレットのブラウザの設定を確認します。
ブラウザの利用をお願いします。 

には「プライベートブラウズモード」、
という、通信の履歴情報を残さない

設定がありますが、必ず解除して受検してください

「プライベート」の文字が白抜きになっている状態では、

状態になっているかを確認し

解答を終了して採点を⾏う前にも、念のために、誤ってタップし
てプライベートブラウズをオンにしてしまっていないか、もう⼀

］ボタンをタップすると、ログイン

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

最後に、タブレットのブラウザの設定を確認します。 

 

には「プライベートブラウズモード」、Chrome

という、通信の履歴情報を残さない
設定がありますが、必ず解除して受検してください。 

「プライベート」の文字が白抜きになっている状態では、受検を

になっているかを確認し

解答を終了して採点を⾏う前にも、念のために、誤ってタップし
てプライベートブラウズをオンにしてしまっていないか、もう⼀

すると、ログイン

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

Chrome に
という、通信の履歴情報を残さない

を

になっているかを確認し

解答を終了して採点を⾏う前にも、念のために、誤ってタップし
てプライベートブラウズをオンにしてしまっていないか、もう⼀

すると、ログイン



不動産流通実務検定“スコア”

 

 

受検登録をする

クレジットカードでのお支払い

不動産流通実務検定“スコア”

受検登録をする

クレジットカードでのお支払い

不動産流通実務検定“スコア” 受検

受検登録をする  －受検

クレジットカードでのお支払い

受検の手引き

受検お申込み

クレジットカードでのお支払い の場合

の手引き 

み 

マイページが表示されます。
［お申込み］ボタンをクリックします。

 
お支払い方法を
・クレジットカードでのお支払い

※VISA

（一括払いのみ）

・コンビニ／銀⾏
※セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザ

キ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート、サンクス、サークル

お支払い

※銀行

・受検チケット（バウチャー）でのお支払い
※お手元に有効なバウチャー番号をお持ちの方）

 

の場合 

以下の項目が必須⼊⼒となります。
カード番号
有効期限
クレジットカード名義人
⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックします。

 
次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容に間違いがなければ、［確定］
ボタンをクリック

 
 
 

 
「【不動産流通実務検定】
ます。
 
受検の準備が完了しました。
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マイページのログイン画⾯にメールアドレスとパスワードを
⼊⼒して、［

 

 

 

マイページが表示されます。
［お申込み］ボタンをクリックします。

 

お支払い方法を以下の３通りから
クレジットカードでのお支払い

VISA、JCB、MasterCard

（一括払いのみ） 

・コンビニ／銀⾏
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザ

キ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート、サンクス、サークル

お支払い 

※銀行 ATM またはインターネットバンクでの

・受検チケット（バウチャー）でのお支払い
お手元に有効なバウチャー番号をお持ちの方）

以下の項目が必須⼊⼒となります。
カード番号 

有効期限 

クレジットカード名義人
⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックします。

 

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容に間違いがなければ、［確定］
ボタンをクリック

 

【不動産流通実務検定】
ます。 

受検の準備が完了しました。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

マイページのログイン画⾯にメールアドレスとパスワードを
［ログイン］

 

マイページが表示されます。
［お申込み］ボタンをクリックします。

 

以下の３通りから
クレジットカードでのお支払い

MasterCard、AmericanExpress

 

・コンビニ／銀⾏ ATM（Pay

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザ

キ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート、サンクス、サークル

またはインターネットバンクでの

・受検チケット（バウチャー）でのお支払い
お手元に有効なバウチャー番号をお持ちの方）

以下の項目が必須⼊⼒となります。

クレジットカード名義人 

⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックします。

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容に間違いがなければ、［確定］
ボタンをクリックすると、お申込み結果画⾯が表示され

【不動産流通実務検定】お申込み完了

受検の準備が完了しました。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

マイページのログイン画⾯にメールアドレスとパスワードを
］ボタンをクリック

マイページが表示されます。 

［お申込み］ボタンをクリックします。

以下の３通りから選択してください
クレジットカードでのお支払い 

AmericanExpress、DinersClub

-easy）でのお支払い
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザ

キ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート、サンクス、サークル

またはインターネットバンクでの Pay-

・受検チケット（バウチャー）でのお支払い
お手元に有効なバウチャー番号をお持ちの方）

以下の項目が必須⼊⼒となります。 

⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックします。

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容に間違いがなければ、［確定］
お申込み結果画⾯が表示され

お申込み完了のお知らせ

 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

マイページのログイン画⾯にメールアドレスとパスワードを
ボタンをクリックします。

［お申込み］ボタンをクリックします。 

選択してください。

DinersClub 

）でのお支払い 

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザ

キ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート、サンクス、サークル

-easy のお支払い

・受検チケット（バウチャー）でのお支払い 

お手元に有効なバウチャー番号をお持ちの方） 

⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックします。 

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容に間違いがなければ、［確定］
お申込み結果画⾯が表示され

のお知らせ」のメールが届き

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

マイページのログイン画⾯にメールアドレスとパスワードを
します。 

。 

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザ

キ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート、サンクス、サークル K 店頭での

のお支払い 

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容に間違いがなければ、［確定］
お申込み結果画⾯が表示されます。 

」のメールが届き

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

マイページのログイン画⾯にメールアドレスとパスワードを

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザ

店頭での

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容に間違いがなければ、［確定］
 

」のメールが届き



不動産流通実務検定“スコア”

 

 

コンビニ／銀⾏

受検チケット（バウチャー）でのお支払い

 
 
 
 
 
 
 

不動産流通実務検定“スコア”

コンビニ／銀⾏

受検チケット（バウチャー）でのお支払い

不動産流通実務検定“スコア” 受検

コンビニ／銀⾏ ATM（Pay

受検チケット（バウチャー）でのお支払い

受検の手引き

Pay-easy）でのお支払い

受検チケット（バウチャー）でのお支払い

の手引き 

）でのお支払い

コンビニまたは銀⾏でお支払いが完了すると、「
務検定】受検料⼊⾦確認のお知らせ
 
受検の準備が完了しました。

受検チケット（バウチャー）でのお支払い の場合

お持ちのバウチャー番号を⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックしま
す。

 
次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリックすると、
申込み結果画⾯が表示され

 
 

コンビニまたは銀⾏でのお支払いが
検定】受検料⼊⾦確認のお知らせ
 
受検の準備が完了しました。
※検定システムにお支払いの情報が届くまで、数時間
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）でのお支払い の場合

以下のリンクでお
外部の決済会社の
すので、お支払い方法の詳細をご確認ください。

確認後、［次へ］ボタンをクリックします。

 

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリッ
クすると、

 
コンビニまたは銀⾏でお支払いが完了すると、「
務検定】受検料⼊⾦確認のお知らせ
 
受検の準備が完了しました。
 
 
 
 
 
 
 
 

の場合 

お持ちのバウチャー番号を⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックしま
す。 

 
 

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリックすると、
申込み結果画⾯が表示され

 
 

コンビニまたは銀⾏でのお支払いが
検定】受検料⼊⾦確認のお知らせ

受検の準備が完了しました。
※検定システムにお支払いの情報が届くまで、数時間

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

の場合 

以下のリンクでお
外部の決済会社の
すので、お支払い方法の詳細をご確認ください。

確認後、［次へ］ボタンをクリックします。

 
 

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリッ
クすると、お申込み結果画⾯が表示され

 
 

コンビニまたは銀⾏でお支払いが完了すると、「
務検定】受検料⼊⾦確認のお知らせ

受検の準備が完了しました。

お持ちのバウチャー番号を⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックしま

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリックすると、
申込み結果画⾯が表示され

コンビニまたは銀⾏でのお支払いが
検定】受検料⼊⾦確認のお知らせ

受検の準備が完了しました。
※検定システムにお支払いの情報が届くまで、数時間

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

以下のリンクでお支払い方法の詳細を確認
外部の決済会社の Web サイトのウィンドウが開きま
すので、お支払い方法の詳細をご確認ください。

確認後、［次へ］ボタンをクリックします。

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリッ
お申込み結果画⾯が表示され

コンビニまたは銀⾏でお支払いが完了すると、「
務検定】受検料⼊⾦確認のお知らせ」のメールが届きます。

受検の準備が完了しました。 

お持ちのバウチャー番号を⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックしま

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリックすると、
申込み結果画⾯が表示されます。 

コンビニまたは銀⾏でのお支払いが完了すると、「
検定】受検料⼊⾦確認のお知らせ」のメールが届きます。

受検の準備が完了しました。 

※検定システムにお支払いの情報が届くまで、数時間

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

支払い方法の詳細を確認
サイトのウィンドウが開きま

すので、お支払い方法の詳細をご確認ください。

 

確認後、［次へ］ボタンをクリックします。

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリッ
お申込み結果画⾯が表示され

コンビニまたは銀⾏でお支払いが完了すると、「【不動産流通実
」のメールが届きます。

お持ちのバウチャー番号を⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックしま

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリックすると、

完了すると、「【不動産流通実務
」のメールが届きます。

※検定システムにお支払いの情報が届くまで、数時間程度かかる場合があります。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

支払い方法の詳細を確認します。
サイトのウィンドウが開きま

すので、お支払い方法の詳細をご確認ください。 

 
確認後、［次へ］ボタンをクリックします。 

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリッ
お申込み結果画⾯が表示されます。 

【不動産流通実
」のメールが届きます。

お持ちのバウチャー番号を⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックしま

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリックすると、

【不動産流通実務
」のメールが届きます。 

かかる場合があります。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

ます。 

サイトのウィンドウが開きま
 

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリッ

【不動産流通実
」のメールが届きます。 

お持ちのバウチャー番号を⼊⼒後、［次へ］ボタンをクリックしま

次に表示される確認画⾯で、［確定］ボタンをクリックすると、お

【不動産流通実務

かかる場合があります。 



不動産流通実務検定“スコア”

 

 

不動産流通実務検定“スコア”

過去に受検されたことがある場合、または法人お申込み
ージにログインします。

マイページへログイン

不動産流通実務検定“スコア”

不動産流通実務検定“スコア”

過去に受検されたことがある場合、または法人お申込み
ージにログインします。

マイページへログイン

不動産流通実務検定“スコア” 受検

不動産流通実務検定“スコア”

過去に受検されたことがある場合、または法人お申込み
ージにログインします。 

マイページへログインして受検する

受検の手引き

不動産流通実務検定“スコア”

過去に受検されたことがある場合、または法人お申込み
 

して受検する

の手引き 

不動産流通実務検定“スコア” ログインと受検

過去に受検されたことがある場合、または法人お申込み

して受検する 

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

http://www.retpc.jp/score
受検者用マイページに

［受検者用マイページ

 
動作環境チェック、事前設定の画⾯が表示されます。

 
初めて受検に

ジの説明
初めて受検に使う

って確認をお願いします。

9 

ログインと受検

過去に受検されたことがある場合、または法人お申込みの受検

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

http://www.retpc.jp/score
受検者用マイページに

受検者用マイページ

動作環境チェック、事前設定の画⾯が表示されます。

受検に使う PC

の説明に沿って確認をお願いします。
初めて受検に使うタブレットで受検の方は

確認をお願いします。

設定後、ログインページを表示します。
ご登録メールアドレス・パスワードを⼊⼒して、［ログイ
ン］ボタンをクリックします。

 
パスワードを忘れてしまった場合は
の方はこちら
※Windows

行うと、再起動後に受検の再開ができなくなることがあります。受検中

に再起動しないように更新プログラムの適用は受検前に済ませてくださ

るようお願いします。受検中に

場合、キャンセルして採点終了後に再起動してください。

 

マイページが表示されます。
「検定⼀覧」の［受検する］ボタンをクリックします。

 
 

 
質問事項の⼊⼒
各項目を⼊⼒して［確認］ボタンをクリックしてください。

 
次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容にお間違いがないか確
認して［登録する］ボタンをクリックしてください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

ログインと受検 

の受検でマイページを既に作成済の場合は、直接マイペ

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

http://www.retpc.jp/score
受検者用マイページにログインします。

受検者用マイページ］ボタンをクリックします。

 

動作環境チェック、事前設定の画⾯が表示されます。

PC で受検される
確認をお願いします。
タブレットで受検の方は

確認をお願いします。 

設定後、ログインページを表示します。
ご登録メールアドレス・パスワードを⼊⼒して、［ログイ
ン］ボタンをクリックします。

 

パスワードを忘れてしまった場合は
の方はこちら］のリンクから再設定をお願い

Windows更新プログラムの適用によって

行うと、再起動後に受検の再開ができなくなることがあります。受検中

に再起動しないように更新プログラムの適用は受検前に済ませてくださ

るようお願いします。受検中に

場合、キャンセルして採点終了後に再起動してください。

マイページが表示されます。
「検定⼀覧」の［受検する］ボタンをクリックします。

 

の⼊⼒ページが表示されます。
各項目を⼊⼒して［確認］ボタンをクリックしてください。

 

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容にお間違いがないか確
認して［登録する］ボタンをクリックしてください。

 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

でマイページを既に作成済の場合は、直接マイペ

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

http://www.retpc.jp/score-kentei/
ログインします。 

］ボタンをクリックします。

動作環境チェック、事前設定の画⾯が表示されます。

される方は、本マニュアルの
確認をお願いします。 

タブレットで受検の方は 4 ページ、

設定後、ログインページを表示します。
ご登録メールアドレス・パスワードを⼊⼒して、［ログイ
ン］ボタンをクリックします。

パスワードを忘れてしまった場合は
］のリンクから再設定をお願い

更新プログラムの適用によって

行うと、再起動後に受検の再開ができなくなることがあります。受検中

に再起動しないように更新プログラムの適用は受検前に済ませてくださ

るようお願いします。受検中に PC 再起動を促すメッセージが表示された

場合、キャンセルして採点終了後に再起動してください。

マイページが表示されます。
「検定⼀覧」の［受検する］ボタンをクリックします。

ページが表示されます。
各項目を⼊⼒して［確認］ボタンをクリックしてください。

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容にお間違いがないか確
認して［登録する］ボタンをクリックしてください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

でマイページを既に作成済の場合は、直接マイペ

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。

kentei/ 

］ボタンをクリックします。 

動作環境チェック、事前設定の画⾯が表示されます。 

本マニュアルの

ページ、５ページ

設定後、ログインページを表示します。 

ご登録メールアドレス・パスワードを⼊⼒して、［ログイ
ン］ボタンをクリックします。 

パスワードを忘れてしまった場合は［パスワードをお忘れ
］のリンクから再設定をお願い

更新プログラムの適用によって150分の試験中に

行うと、再起動後に受検の再開ができなくなることがあります。受検中

に再起動しないように更新プログラムの適用は受検前に済ませてくださ

再起動を促すメッセージが表示された

場合、キャンセルして採点終了後に再起動してください。

マイページが表示されます。 

「検定⼀覧」の［受検する］ボタンをクリックします。

ページが表示されます。 

各項目を⼊⼒して［確認］ボタンをクリックしてください。

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容にお間違いがないか確
認して［登録する］ボタンをクリックしてください。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

でマイページを既に作成済の場合は、直接マイペ

不動産流通実務検定“スコア”のサイトにアクセスします。 

 

3 ページ、4 ペー

ページの説明に沿

ご登録メールアドレス・パスワードを⼊⼒して、［ログイ

パスワードをお忘れ
］のリンクから再設定をお願いします。 

分の試験中にPCの再起動を

行うと、再起動後に受検の再開ができなくなることがあります。受検中

に再起動しないように更新プログラムの適用は受検前に済ませてくださ

再起動を促すメッセージが表示された

場合、キャンセルして採点終了後に再起動してください。 

「検定⼀覧」の［受検する］ボタンをクリックします。

各項目を⼊⼒して［確認］ボタンをクリックしてください。

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容にお間違いがないか確
認して［登録する］ボタンをクリックしてください。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

でマイページを既に作成済の場合は、直接マイペ

 

ペー

に沿

ご登録メールアドレス・パスワードを⼊⼒して、［ログイ

パスワードをお忘れ
 

の再起動を

行うと、再起動後に受検の再開ができなくなることがあります。受検中

に再起動しないように更新プログラムの適用は受検前に済ませてくださ

再起動を促すメッセージが表示された

「検定⼀覧」の［受検する］ボタンをクリックします。 

各項目を⼊⼒して［確認］ボタンをクリックしてください。 

次に表示される確認画⾯で、⼊⼒内容にお間違いがないか確
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お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

 TEL 03-5843-2078（平日 9:30～17:00） 

質問事項更新完了ページが表示されます。 

「受検する」ボタンをクリックしてください。 

試験問題のダウンロードが開始されます。 

※受検最終日は、23:30 までにこのボタンを押して速やか

に受検を開始してください。 

※インターネットの回線状況によって、ダウンロードが始

まるまでに時間がかかる場合があります。 

 

受検画⾯が表示されます。  

PC で受検する場合は、Adobe Flash Player の設定を確
認します。 

タブレットで受検する場合は、設定は必要ありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

［操作説明］ボタンをクリックすると、【受検画⾯
のご案内】が PDF ファイルで開きます。 

受検画⾯とは別のウィンドウとして開きますので、
PC で受検される方は案内画⾯を開いたままにし
ておくと、受検開始後も確認することができます。 

タブレットの方は本マニュアル12ページでご確認
ください。 

※この画像は 11 ページ〜12 ページにフルサイズ
版を掲載しています。 
 

 
［試験開始］ボタンをクリックすると、受検が開始さ
れます。 

150 分間ノンストップで解答していただきます。途中
で停止できませんので、ご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC で受検する方のみ： 

①画⾯上を右クリックして［設定…］を選択 

PC で受検する方のみ： 

②コンピュータに情報を保
存することを許可する設定
になっているかを確認 



不動産流通実務検定“スコア”

 

 

受検画面のご案内（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不動産流通実務検定“スコア”

受検画面のご案内（

不動産流通実務検定“スコア” 受検

受検画面のご案内（PC

受検の手引き

PC の場合）

の手引き 

の場合）※タブレット

11 

※タブレットの方は次ページ

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

ページへ 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 
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お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

 TEL 03-5843-2078（平日 9:30～17:00） 

受検画面のご案内（タブレットの場合） 

 
 
 
 
 
 
 



不動産流通実務検定“スコア”

 

 

受検

 

不動産流通実務検定“スコア”

受検終了〜採点

不動産流通実務検定“スコア” 受検

〜採点 

受検の手引き

× 受検終了時に

の手引き 

受検終了後、
ージが表示されます。
［はい］

受検終了時に使用しない

13 

受検終了後、［試験終了］ボタンをクリックすると、確認メッセ
ージが表示されます。
［はい］ボタン

 

 
試験結果が表示されます。
［閉じる］ボタンをクリックします。

 
受検画⾯が閉じます。
 
 
 
 
 
 
 

 
受検
アレポートを確認できます。
 
［受検履歴］をクリックします。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用しない 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

受検画⾯に設問
残り時間は 150

解答が終わるまで画⾯を閉じず
［試験終了］ボタンで採点に進んでいただ
う、お願いします。

誤って画⾯を閉じて
ログインして［受検する］ボタンから受検を再開し
てください。残り時間は受検開始時点から経過して
いますのでご注意ください。
 
強制終了が⾏われたなどの理由で、再びマイページ
にログインしても受検を再開できない場合は、
産流通推進センター（
絡ください。
 

［試験終了］ボタンをクリックすると、確認メッセ
ージが表示されます。 

ボタンをクリックします。

試験結果が表示されます。
［閉じる］ボタンをクリックします。

受検画⾯が閉じます。

受検画⾯を閉じた
アレポートを確認できます。

［受検履歴］をクリックします。

 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

受検画⾯に設問が表示されたら、受検を開始します。
150 分からカウントダウンされます。

解答が終わるまで画⾯を閉じず
［試験終了］ボタンで採点に進んでいただ

お願いします。 

 
誤って画⾯を閉じてしまった場合
ログインして［受検する］ボタンから受検を再開し
てください。残り時間は受検開始時点から経過して
いますのでご注意ください。

強制終了が⾏われたなどの理由で、再びマイページ
にログインしても受検を再開できない場合は、
産流通推進センター（TEL 03

絡ください。 

［試験終了］ボタンをクリックすると、確認メッセ

をクリックします。 

試験結果が表示されます。 

［閉じる］ボタンをクリックします。

 

受検画⾯が閉じます。 

画⾯を閉じた後は、マイページから受検履歴とスコ
アレポートを確認できます。

［受検履歴］をクリックします。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

が表示されたら、受検を開始します。
分からカウントダウンされます。

解答が終わるまで画⾯を閉じず、終了時には必ず
［試験終了］ボタンで採点に進んでいただ

しまった場合は、マイページに
ログインして［受検する］ボタンから受検を再開し
てください。残り時間は受検開始時点から経過して
いますのでご注意ください。 

強制終了が⾏われたなどの理由で、再びマイページ
にログインしても受検を再開できない場合は、

TEL 03-5843-2078

［試験終了］ボタンをクリックすると、確認メッセ

［閉じる］ボタンをクリックします。 

後は、マイページから受検履歴とスコ
アレポートを確認できます。 

［受検履歴］をクリックします。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

が表示されたら、受検を開始します。
分からカウントダウンされます。

、終了時には必ず
［試験終了］ボタンで採点に進んでいただきます

、マイページに
ログインして［受検する］ボタンから受検を再開し
てください。残り時間は受検開始時点から経過して

強制終了が⾏われたなどの理由で、再びマイページ
にログインしても受検を再開できない場合は、不動

2078）にご連

［試験終了］ボタンをクリックすると、確認メッセ

後は、マイページから受検履歴とスコ

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

が表示されたら、受検を開始します。
分からカウントダウンされます。 

、終了時には必ず
きますよ

、マイページに
ログインして［受検する］ボタンから受検を再開し
てください。残り時間は受検開始時点から経過して

強制終了が⾏われたなどの理由で、再びマイページ
不動

）にご連

［試験終了］ボタンをクリックすると、確認メッセ

後は、マイページから受検履歴とスコ
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受検履歴⼀覧の［詳細］ボタンをクリックすると、受検履歴詳細画
⾯が表示されます。

分野ごと
 
 
 
 
 
 
 
 

 
受検履歴⼀覧の［スコアレポート出⼒］ボタンをクリックすると、ス
コアレポートが表示されます。

画⾯上で右クリックすると印刷できます。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が表示されます。

 
さらに［解説を表示する］ボタンをクリックすると、詳細な解
説が表示されます。

 
設問文と選択肢、受検者による解答と正答を比較しながら解説
を読むことができます。
※
の公開は

14 

受検履歴⼀覧の［詳細］ボタンをクリックすると、受検履歴詳細画
⾯が表示されます。

 
分野ごとのスコア・得点率・正答率を確認することができます。

受検履歴⼀覧の［スコアレポート出⼒］ボタンをクリックすると、ス
コアレポートが表示されます。

画⾯上で右クリックすると印刷できます。

受検履歴⼀覧の［解答・解説］ボタンをクリックすると、解答
が表示されます。

 
さらに［解説を表示する］ボタンをクリックすると、詳細な解
説が表示されます。

 
設問文と選択肢、受検者による解答と正答を比較しながら解説
を読むことができます。
※画⾯は第 3

の公開は 12

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

 TEL 03

受検履歴⼀覧が表示されます。
て確認することができます。
詳細 

スコアレポート出⼒
解答・解説
※全国ランキング

受検履歴⼀覧の［詳細］ボタンをクリックすると、受検履歴詳細画
⾯が表示されます。 

スコア・得点率・正答率を確認することができます。

受検履歴⼀覧の［スコアレポート出⼒］ボタンをクリックすると、ス
コアレポートが表示されます。

 
画⾯上で右クリックすると印刷できます。

受検履歴⼀覧の［解答・解説］ボタンをクリックすると、解答
が表示されます。 

 

さらに［解説を表示する］ボタンをクリックすると、詳細な解
説が表示されます。 

 

設問文と選択肢、受検者による解答と正答を比較しながら解説
を読むことができます。

3 回の解答・解説です。第
12 月 6 日（火）を予定しています。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

TEL 03-5843-

受検履歴⼀覧が表示されます。
て確認することができます。

スコアレポート出⼒ 

解答・解説 

ランキングの公開は 12

受検履歴⼀覧の［詳細］ボタンをクリックすると、受検履歴詳細画

スコア・得点率・正答率を確認することができます。

受検履歴⼀覧の［スコアレポート出⼒］ボタンをクリックすると、ス
コアレポートが表示されます。 

画⾯上で右クリックすると印刷できます。

受検履歴⼀覧の［解答・解説］ボタンをクリックすると、解答

さらに［解説を表示する］ボタンをクリックすると、詳細な解

設問文と選択肢、受検者による解答と正答を比較しながら解説
を読むことができます。 

回の解答・解説です。第
日（火）を予定しています。

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

5843-2078（平日

受検履歴⼀覧が表示されます。以下の項目につい
て確認することができます。 

 

の公開は 12 月 6 日（火）を予定しています。

受検履歴⼀覧の［詳細］ボタンをクリックすると、受検履歴詳細画

スコア・得点率・正答率を確認することができます。

受検履歴⼀覧の［スコアレポート出⼒］ボタンをクリックすると、ス

画⾯上で右クリックすると印刷できます。 

受検履歴⼀覧の［解答・解説］ボタンをクリックすると、解答

さらに［解説を表示する］ボタンをクリックすると、詳細な解

設問文と選択肢、受検者による解答と正答を比較しながら解説

回の解答・解説です。第 4 回実施分の
日（火）を予定しています。 

お問い合わせ先：不動産流通推進センター

平日 9:30～17:00

以下の項目につい

日（火）を予定しています。

受検履歴⼀覧の［詳細］ボタンをクリックすると、受検履歴詳細画

スコア・得点率・正答率を確認することができます。

受検履歴⼀覧の［スコアレポート出⼒］ボタンをクリックすると、ス

受検履歴⼀覧の［解答・解説］ボタンをクリックすると、解答

さらに［解説を表示する］ボタンをクリックすると、詳細な解

設問文と選択肢、受検者による解答と正答を比較しながら解説

回実施分の解答・解説

お問い合わせ先：不動産流通推進センター 

17:00） 

以下の項目につい

日（火）を予定しています。 

受検履歴⼀覧の［詳細］ボタンをクリックすると、受検履歴詳細画

スコア・得点率・正答率を確認することができます。 

受検履歴⼀覧の［スコアレポート出⼒］ボタンをクリックすると、ス

受検履歴⼀覧の［解答・解説］ボタンをクリックすると、解答

さらに［解説を表示する］ボタンをクリックすると、詳細な解

設問文と選択肢、受検者による解答と正答を比較しながら解説

解答・解説



◆Internet Explorer（以下、IE）閲覧履歴削除の設定を行う必要があります。
IEを起動し、[ツール > インターネットオプション]を選択します。
インターネットオプションの[全般タブ] の [閲覧の履歴] にある、
[☐ 終了時に閲覧の履歴を削除する] のチェックを外れていることを確認します。
※チェックが入っていると、試験解答データが消失してしまいます。

◆続けて、IEの拡大縮小の設定を行う必要があります。
IEを起動し、[表示 > 拡大]を選択します。選択後、50% ～ 400%に拡大・縮小できる
倍率が表示されます。そのうち[Ctrl + 0]と横に表示されている倍率を選択します。
※環境やPCによって、この倍率は異なります。（画像例では100%となります）

拡大縮小の設定

Internet Explorer 履歴削除フラグの設定

環境によって、[ツール]が表示されていない
場合があります。その場合はAltキーを
1度押すことで表示されます。
また、IEの最新バージョンであるIE11では
画面右上の歯車画面を押すことでも
設定が行えます。

POINT《ツールの表示方法》

【インターネットオプション イメージ図】

【拡大縮小の設定 イメージ図】

ノートパソコンとデスクトップなど、
同じ解像度でも、見やすくするため、
PCによって標準設定されている倍率が
異なります。標準設定されている倍率が
Ctrl+0で設定できる倍率となりますので、
この倍率に合わせる（戻す）作業となります。

POINT《拡大縮小について》


