
Internet Explorer不可 

Microsoft Edge不可  

★はじめに動作環境をご確認ください★

すでにアカウントをお持ちの方は P.1～3を確認後 P.8へお進みください 

ブラウザ：Google Chrome もしくはSafari

※その他は原則としてご利用いただけません。

万が一、不具合が発生した場合も救済措置はありません。

操作は 

パソコンのみ

スマートフォンでの操作不可

ＯＳ：Windows/バージョン 10・11 

mac OS /Big Sur、Monterey 

Google Chrome OS 

登録前に、各試験・講習の実施要項および 
FOSSYご利用規約も併せて必ずご一読ください 
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◆ 受験を希望する会場を指定ののち上記の内容で出願するを押した時点で出願されたものと見なします。 

◆ 出願後に希望会場を変更することはできません。

また、希望会場を誤って選択した場合も変更できかねますのでご注意ください。

※‶希望会場 ＝ 実際に受験する会場″とは限りません。
実際に受験される会場は受験票にてご確認ください。 

◆ 出願後に受験者を別の方に変更することはできません。

◆ FOSSY を勤務先のメールアドレスや携帯電話のメールアドレスで登録すると、事務局からのメールを受取れな

いことが多く、不備があった場合や受験票発行等の連絡が届かない場合があるのでご遠慮ください。

(例)～@docomo.ne.jp  ～@ezweb.ne.jp  ～@softbank.ne.jp  ～@vodafone.ne.jp などは不可

※原則として、FOSSYに登録するメールアドレスを後から変更することはできません。

◆ ご出願後は、マイページをご確認いただき、出願した試験名のステータスが

『出願中-申込完了』となっていることを必ずご確認ください。

※承認作業には約 7営業日お時間を頂戴いたします。

特に締切間際は大変多くの方が申込をされるため、承認作業に時間がかかります。

申込締切までにステータスが『出願中-承認待ち』になっていれば、承認された日が申込締切後

でも無事に受付されていますので、しばらくお待ちください。



【受験料振込明細について】 
◆ 会社名義や家族名義など、 

受験者本人以外の名義でお振込の場合は、 

振込明細の余白に受験者本人の氏名をご記載ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 会社等で複数人分の振込をまとめて行う場合 

振込明細の余白に対象者全員の氏名をご記載のうえ 

受験者ごとに同じ振込明細の画像データをご使用いただきご出願ください。 

  

￥8.000 

受験者は 

財団 花子 
ザイダン タカオ 

(例)受験者が、財団 花子 

振込名義人は、ご家族の財団 高男の場合 

 

★右図の例の赤枠のように、 

振込明細の余白に受験者氏名を記載する 

（手書き、印字いずれでも可） 

R5.1.8     32,000     32,000 ｶ)ｻﾞｲﾀﾞﾝﾌﾞｯｻﾝ            

例 ・財団 太郎 
・財川 次郎 
・財山 花子 
・財田 三郎 
上記 4名 2級受験料 

(例)株式会社 財団物産が、社員 4名分の受験料をまとめて振込した場合 

  明細余白に 4名分の氏名を記載、全員同じデータを使用して出願する 

三菱 UFJ 銀行 新宿中央支店 普通 

3645186 ｻﾞｲ）ｼﾖｸｷﾞﾖｳｷﾞﾉｳｼﾝｺｳｶｲ 

(例)振込名義人名が 
 載っていない 

8,000 円 

ザイダン ハナコ 様 

(例)振込日が載っていない 

8,000 

150 

8,150 

2022.10.22 

8.000 

ｻﾞｲ)ｼﾖｸｷﾞﾖｳｷﾞﾉｳｼﾝｺｳｶｲ 様 

ザイダン ハナコ 様 

お取扱日 5. 1. 8 

振込明細 見本 
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【顔写真について】 

◆ FOSSYにアップロードした顔写真は、受験票および合格後に認定証（カード型）を作成する際に使

用します。下記の点にご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きの不備について】 

◆ 振込明細をアップロードしていない  
受験料を振込みしているものの、振込明細の画像をアップロードしていない方が多いです！ 

振込がお済みでも、出願の申込締切までにデータをアップロードしていない場合は 

ご自身の意思で辞退したとみなします。 

出願の申込締切に上記手続きが間に合わないと、途中までお手続きを進めていただいていても 

自己都合でのキャンセル扱いとなり、受験いただけません。その場合も、受験料の返金は出来かねます。 

 

 

 

 

 

 

  

＜適切な写真＞ ＜不適切な写真の一例＞ 

ファイル形式：JPEG サイズ：3MB まで 
現像済の写真現物を撮影したもの 

(例)パスポート、運転免許証等含む 
カラー、白黒問わず 顔を傾けている、正面を向いていない 

無帽・正面 マスクをしている 

申請前 3ヶ月以内に撮影したもの 不鮮明である 

 背景に、他人が写りこんでいる 

 撮影の距離がアップすぎる 

試験当日の本人確認が難しい顔写真データを除き、適切な写真でない場合も、 

受験票および認定証の作成に使用することを承諾したものと見做し、承認いたします。 

※本人確認が難しい写真データの場合は、不備扱いとなります。 

  【よくある不備の一例】   
◆ 住所を正しい欄に入力していない 
➡市区町村 / 丁目・番地 / 建物名は 
それぞれ別の欄に入力してください 

（例）正 : 港区六本木 / 3-16-14 / KYビル 4階   
誤 : 港区 / 六本木 3-16-14 / KYビル 4階 

◆ 生年月日の選択誤り 
➡西暦の年数に 2022年(初めに表示された年数)を選択している 

◆ 書類送付先に勤務先を選択しているが会社名が未入力 
➡書類送付先を勤務先にした場合、会社名の入力は必須です 

◆ スマートフォンから手続きをしている 
➡顔写真データや振込明細が正しくアップロードできず、事務局側で確認することができません。 

◆ 振込明細が不適切 
➡・必要な情報 4点（振込日・振込先・振込名義・金額）が写っていない 
 ・当試験の受験料の振込明細ではないものをアップロードしている 
※受付は不備の無い方より行いますので、受験要項および FOSSY登録手順をよくご確認いただき 
不備の無いようにご出願ください。 

◆ 特記事項の入力欄に、試験当日と無関係の事柄の入力をしている 
➡特記事項入力欄は、受験にあたり特別な配慮を必要とされる方向けの記入欄です。 
 無い場合の“特になし”や、質問や感想を入力された場合は不備となります。 

☆出願内容に不備がある場合 
➡事務局よりメールが届く(右図参照) 
本文に記載の URLより FOSSYへログインし、 
マイページの 事務局より連絡 をクリック 
差し戻し理由をご確認の上、ご対応ください。 

 この時点でのステータスは 
“出願中 - 事務局より連絡” 

※TEL(03-5545-5528)または Email(office@fos.or.jp)にて連絡する場合もございます。 
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https://fossy.link/ または 

一般財団法人職業技能振興会 HP(https://fos.or.jp/)よりアクセス 
※詳細は受験要項 P.3参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

★アカウントを作成する 

 

⚠アカウント登録は 1人 1つ 
※複数作成することは、FOSSY利用規約に違反ですので、 

新たに作成することはおやめください。 

IDやパスワードを忘れた場合も含め、絶対に複数作成しないでください。 

★設定したユーザーIDとパスワード、メールアドレス

は、必ずメモに残す等大切に保管してください。 

 受験票のダウンロード、合否確認や認定登録などに

利用します。 

★ID を忘れた場合の問い合わせの回答には、約 2～3

営業日ほどお時間を頂戴する場合があり、特に試験

日直前は混みあいますのでお時間がかかります。 

また、試験前最後の平日 18 時以降にいただいた問

い合わせへの回答は、試験後となりますのでご注意

ください。 
※パスワードは、登録後にマイページより変更もできます。 

マイページ右上のマークをクリック 

 

 

 

 

 

半角英数記号で 

★ユーザーIDを入力 

(使用可能な記号は- _ + .のみ) 

★メールアドレスを入力 
※携帯のキャリアメールは 
ご遠慮ください 

 ※原則として、 

アカウント作成後に 

メールアドレスを変更することは 
できません 

★パスワードを入力 

(半角英数 8文字以上) 
手続きを続ける をクリック 
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 クリック 

 

以下の場合は、メールが届かない又は 

迷惑メールフォルダに振り分けられている 

可能性が高いです！ 

・キャリアメールで登録した 

・Gmailで登録した 

・勤務先のメールアドレスで登録した 
  ※勤務先のセキュリティーが強い場合等に

未着のケースがあるため、 
個人メールでの登録を推奨します。 

※必ず FOSSY登録手順と FOSSY利用規約を一読し、手順をよく見ながら間違いの無いように登録する 
 

※すでにアカウントをお持ちの方は P.8へ 



 

  

 

 

 

 

OK をクリックし、 

検証コードのメールを確認する。 
※メールが届いていない場合は 
迷惑メールボックスを確認してください。 
※検証コードの有効期間は 7 日間です。 

noreply@fossy.link より 

上記で登録した 
メールアドレス宛に 
検証コードのメールが届きます。 
※画像のコードはサンプルです。 

 

メールで届いた 

検証コードを入力 

検証 をクリック 
 

 

 

 

 

ユーザーIDとパスワードを入力し 

ログイン をクリック 

      ↓ 

★利用者登録をするへ進む 

 

クリックすると 

入力した文字が 

表示されます。 
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★利用者登録をする 

 

ザイダン  
フリガナは 

全角カタカナ 
ハナコ 

花子の花の草かんむりは、十十が正式です。 

財団 花子 

株式会社 財団物産 

 

 

必ず 
ご自身の生年月日
を選択 

 

 

必要事項を上から入力する。 

※      の箇所は必ず入力してください。 

（必須以外の箇所は任意） 

最後に   をクリック。 

 

氏名の表記が旧字や異体字の場合に入力 

例）髙橋の髙はハシゴだか 

  𠮷田の𠮷は「土」に「口」 

  廣瀬の廣のマダレの中は「黄」など 

※ご指定いただきました文字が、受験票や印刷物

などには表記できない場合がございます。 

ただし、認定証へは表記いたします。 

 

会社名を入力すると 

領収書の宛名が 

会社名+個人名で記載されます。 

※入力されない場合は個人名のみ 

※領収書の発行は、受験票と同時期です。 

090 1234 5678 
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P.7へ続く 



 

  

自宅 

港区六本木 三丁目 16番地 14号 

KYマンション 401号室 

 

 

耳が不自由なため、座席は前方および当日は書面

での注意事項を希望します。 

 

～特記事項がある場合のみ、要望を具体的に入力～ 
※受験要項にも記載があるとおり、 
出願手続きをされる前に、下記 QRコードより詳細を 
必ずご確認ください。 
 
 
万が一、インターネット環境がない場合は事務局までご連絡ください。 

⚠既に利用者登録済みの方が、新たに特別な配慮を必要とする場合は、 
FOSSYマイページの“利用者登録情報”より特記事項欄をご入力ください。 

 

～認定証や更新案内の送付先～ 

★書類送付先は原則として自宅を選択し、 

自宅住所を入力してください。 

※WEB出願では受験票は送付しません。 

ご自身で印刷していただきます。 

 

★送付先に勤務先を選択する場合は、 

必ず会社名・学校名の欄を入力してください。 
市区町村名+町名のみ 

⚠番地は入力しない 
丁目・番地のみを入力 

 

FOSSY より出願するた

めには、FOSSYご利用規

約とプライバシーポリ

シーに同意する必要が

あります。 

必ずよくお読みいただ

き、同意いただける場合

は、☐を 2ヶ所と登録を

クリック 

※同意いただけない場

合は、FOSSYによる出願

はできかねます。 

 

 

OK をクリック 

⇓ 
ログイン画面が表示される 

そのまま手続きを続ける場合は 

IDとパスワードを入力 

ログイン をクリック 

★出願する(P.6)へ進む 
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試験当日と無関係の事柄を 
入力すると不備扱いとなります。 

(以下のよくある誤例を含む) 

●“特になし”と入力  

● 領収書発行希望します  

● 振込名義人は家族の分です 

URL： https://fos.or.jp/handicapped-f/  



 

  

 

 

★出願する 
  

ログインし、 

出願受付中の試験の中から 

受験を希望する試験、級をクリック 
※画像は、給与計算実務能力検定 2 級を 
受験希望の場合 

 

 

ご希望の会場を選択 
※会場を誤って選択した場合も、

出願後には変更できません！

ご注意ください。 

 
点線の枠内をクリックし 

顔写真のデータを選択 

または  

顔写真の画像を 

ドラッグ＆ドロップ 

 

青色の枠線を 
クリックしながら、 
大きさや向きなどを 
調節してください。 

 

 

 

正しい位置と
向きに調整で
きたら、 
保存を 
クリックする 

アップロード
した時に写真
の向きが正し
くない場合は 
回転させて 
正しい向きに 
してください。 

 

 

 

 

顔写真は・・・ 

ファイル形式 JPEG のみ  

ファイルサイズ：3MB 以下 

★上下左右の向きに注意！！ 
★表示されている向きで、 
受験票および試験合格後の認定証作成に使用します。 

 

認定証および受験票の写真として使用 

 

 

希望する会場と写真を指定したら 

               をクリック 

          ↓ 

表示されるポップアップの内容をよく確認する！ 

ここで        をクリックすると、 

内容の変更ができません。 

※         をクリックできても 

希望会場での受験が確定したわけではありません！ 
応募状況により、希望会場で受験ができない場合が 
ございます。 

後日、受験票に記載された受験会場を 
必ずご確認ください！！ 
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●受験料の振込が完了していない場合 
⇓ 

いいえ をクリック 

※受験料の振込が完了していない場合は 

 先に進まないでください。 

 振込を完了後に改めてログインし、 

ステータスの受験料支払いをクリックし 

下記のはい を選択時と同様に登録する 

 

 ●受験料の振込が完了している場合 

 ➡ はい をクリック 

 

 

 

●受験料の振込明細のデータをアップロードし 

完了 をクリック 

※JPEGまたは PNGのみ 

※ファイルサイズは 3MB以下 

※振込名義人名が本人でない場合(会社名義や家族名義) 

また、数人分まとめて振込をする場合などは、 

受験要項(P.5)にて注意点をご確認ください。 

※ネットバンキングの場合は、 

画面コピーやスクリーンショット等 

➀振込日 ②振込先 ③振込名義人 ④振込金額 

 必ず上記 4か所確認できるもの  

※確認できないものは不備 

 

ここに 

顔写真を 

アップロード 

しない！！！ 

 

●マイページへログインし“利用者登録情報”より 

顔写真データが正しく登録されているかを 

確認する。 

 ➡顔写真の箇所が真っ白になっている、 

または向きが正しくない等 

  再アップロードが必要な場合、 

事務局より差し戻しされます。(不備扱い) 

※対応外のブラウザやスマートフォンから 

手続きしてしまった場合に多く見受けられます。 

9 



                     

 

★出願の状況について 

 

 

 

入金後はマイページのステータスが 

出願中 承認待ち となる 

⇓ 
事務局が申込内容を確認し、承認作業を行う 

※承認作業には約 7営業日お時間を頂戴します。 

入金後 

 

差し戻しされると、マイページのステータスが 

出願中 事務局より連絡 となる 

⇓ 
事務局より不備があった旨のメールが届きます。 

ログインし青字の試験名をクリック 

差し戻し理由を確認して不備の箇所を解消し 

をクリックする 

※この段階では、ステータスは承認待ち 

⇓ 
承認されると、マイページのステータスが 

出願中 申込完了 となる 
※上記の連絡でご対応いただけない場合、 
電話もしくはメールにてご連絡する場合もございます。 

 

 

 

未入金の場合 

承認 差し戻し 

●大規模災害発生時などの試験実施の有無につきましては、 

ホームページをご覧ください。（https://fos.or.jp/ 一般財団法人職業技能振興会） 

●実際に受験していただく会場につきましては、申込が完了しても決定はしておりません。 

受験票にてご確認いただきます。 

ご希望の会場でない場合がありますこと、予めご承知おきください。 

●利用停止を実行するとユーザーIDが凍結され、下記の操作ができなくなります。 

・試験や講習会への出願情報、合否結果、資格の取得状況の閲覧 

・受験票の発行 

・認定登録、資格更新、利用者情報を用いて行うその他の手続き 

★利用停止は… 

マイページ ➡ 利用者登録情報 ➡ 利用者情報変更 より停止できます。 

※利用停止後にデータの復元はできません。新たに利用申込みをした場合もデータは引き継がれず、過去の情報の再登録はできかねます。 

 

注意事項 

 

未入金の場合、マイページのステータスが 

出願中 受験料未入金 となる 

⇓ 
振込後に出願手続きを進める場合は 
青字の受験料未入金をクリックする 

 
 

例 
 

承認されると、マイページのステータスが 

出願中 申込完了 となる 

“出願中 申込完了”の表示を確認できたら、 

受験票発行待ち(承認済)です。 

※受験票発行時まで受験会場は決定していません。 

 受験票の発行をもってご確認ください。 

受験票発行予定日は実施要項にて 

ご確認ください。 

対象の試験名（青字）をクリックすると、画面一番下に          

と表示されるのでクリック 

印刷して試験当日会場へ持参する。 

※必ず受験会場を確認してください。 

申込み時に選択した会場でない場合があります。 

～FOSSYへログインし、マイページにて確認～ 

青字の試験名をクリックすると 

出願内容を確認できます。 
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