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（1）団体フィードバック出願について

出願者の出願状況や結果情報を、出願者の了解を得たうえで、日本FP協会より出願者が所属する団体（企業・学校等）へ、ご連絡する出願方式です。

あらかじめ、団体とりまとめ担当者が新規登録を行い、法人IDを取得していただきます。出願開始前に出願予定者へ法人IDと出願者用パスワードを

ご案内ください。出願者はご本人の了解のもと、その法人ID・出願者用パスワードを入力して、Myページからインターネット出願を行います。

（2）出願パターン（受験料の支払方法）について

受験料の支払方法により、２種類（Aパターン：出願者個人払 ・ Bパターン： 団体支払）の出願パターンがあります。

支払方法につきましては、下記をご参照ください。

①団体登録（受験料支払方法等の登録）

②「法人ＩＤ」、「出願者用パスワード」の発行

　　　　　　　 ③「法人ＩＤ」 ④団体フィードバック　インターネット出願

　「出願者用パスワード」の 　（「法人ＩＤ」「出願者用パスワード」を入力）

　連絡 　　　　 　受験料の支払い

①②③団体登録 とりまとめ担当者が、日本FP協会ホームページより団体登録の手続きを行います。（上記図①）

団体登録時に、受験料の支払方法を選択する項目がありますので、「A」を選択してください。

協会より、法人ID、出願者用パスワードが発行されます（上記図②）ので、出願予定者へご案内

ください。（上記図③）

④出願手続き 出願者が、インターネット受験出願を行います。次に、出願者が支払い方法

（クレジットカード支払又はコンビニ支払）を選択し、受験料を支払います。（上記図④）

①団体登録（受験料支払方法等の登録）
⑤出願の承認・取消
⑦受験料の一括振込

②「法人ＩＤ」、「出願者用パスワード」の発行
⑥請求書の発行

　　　　　　　
③「法人ＩＤ」 ④団体フィードバック　インターネット出願

　「出願者用パスワード」の 　　　　 　（「法人ＩＤ」「出願者用パスワード」を入力）

　連絡

①②③団体登録 とりまとめ担当者が、日本FP協会ホームページより団体登録の手続きを行います。（上記図①）

団体登録時に、受験料の支払方法を選択する項目がありますので、「B」を選択してください。

協会より、法人ID、出願者用パスワードが発行されます（上記図②）ので、出願予定者へご案内

ください。（上記図③）

④出願手続き 出願者が、インターネット出願を行います。（上記図④）

⑤出願　承認・取消 とりまとめ担当者が、出願の承認（又は取消）作業を行います。

承認をすることにより、出願の確定となります。（上記図⑤）

⑥⑦受験料支払い 日本FP協会より、とりまとめ担当者へ、出願の承認されたデータをもとに請求書を郵送します。（上記図⑥）

支払期日までに指定の銀行口座にお振込みください。（上記図⑦）

１.　団体登録から試験結果フィードバックまでの流れ

●Aパターン　：　出願手続き、受験料支払いとも出願者個人が行う方法

●Bパターン　：　出願は出願者個人が行い、受験料は協会から発行される請求書に基づき、団体が一括して支払う方法

とりまとめ

担当者
日本ＦＰ協会

出願者

とりまとめ

担当者
日本ＦＰ協会

出願者

1



（3）出願者データ・結果データのフィードバック

①出願者ﾃﾞｰﾀﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ とりまとめ担当者専用ページから「出願者データ」をダウンロードできます。

ダウンロード用パスワードは、各試験回の出願開始日の前営業日に、とりまとめ担当者へメールにてお知らせします。

※公開期間を経過するとダウンロードできませんので、ご注意ください。

〔出願データ項目〕

検定区分、支店ｺｰﾄﾞ、社員ｺｰﾄﾞ、氏名、ﾌﾘｶﾞﾅ、生年月日、受験課目、受験課目数合計、受験地、会員番号、

申請日時、承認状況、承認日時、取消日時

②結果ﾃﾞｰﾀﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 合格発表日に、とりまとめ担当者専用ページから「合否結果データ」をダウンロードできます。

ダウンロード用パスワードは、①と共通のパスワードです。

※公開期間を経過するとダウンロードできませんので、ご注意ください。

〔結果データ項目〕

　・【今回試験結果】検定区分、処理年度、処理回数、会員番号、氏名、ﾌﾘｶﾞﾅ、生年月日、相手コード、支店コード、社員コード、

受験課目、試験の出欠、試験合否、課目合格状況、これまでの課目合格履歴、不合格時ランク

　・【累積合格データ】検定区分、処理年度、処理回数、会員番号、氏名、ﾌﾘｶﾞﾅ、生年月日、相手コード、支店コード、

社員コード、課目合格状況、これまでの課目合格履歴

（4）各種ＩＤ及びパスワードについて

【団体フィードバックご利用時の法人ID・パスワード】

NO

1 法人ID

2 とりまとめ担当者用パスワード

3 出願者用パスワード

4

※１　Bパターン（団体支払）で登録された団体のみ対象

※２　団体とりまとめ担当者用お手続き画面、「登録済の団体はこちら」から変更できます。

●出願者データおよび結果データのフィードバック対象者と対象データについて（上記４）

　・対象者・・・原則、当該試験回に出願された出願者となります。

　　　　　　　　　　　取り扱いの観点から、団体へ当該試験及び過去の合格課目等の情報はフィードバックされません。

【お問い合わせ先】

　　特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

　　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　

　　試験業務部　試験事務課

TEL：　０３－５４０３－９９００

受付時間：　９：００～１７：３０　（土日・祝日・年末年始除く）

出願開始日
前営業日 協会 - 不可

「出願・結果ダウンロード用パス
ワードのお知らせ」メールにてお
知らせ

-

協会 -
「団体登録完了・出願者用パス
ワードのお知らせ」メールにてお
知らせ

仮登録完了
ﾒｰﾙ送信時 必要

担当者

団体
登録後

協会 必要

団体登録の画面にて入力いただ
く

「団体仮登録完了のお知らせ」
メールにてお知らせ

団体
登録時

必要

出願者
出願時

区分 通知連絡・利用時発行 決定者
担当者

登録変更時

担当者
出願承認時

※１
変更

出願・結果
データ取得時

出願者データ・結果データ
ダウンロード用パスワード

　・対象データ・・・当該試験回の情報および過去の合格課目等の情報となります。出願者が当該試験回を「個人として」出願された場合は、個人情報の

-

必要

-

- 必要

不可

-

可
※２

必要

必要必要

必要
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（1）団体登録手続き　（作業者：とりまとめ担当者）

団体登録に際し、「注意事項の確認」を必ずお読みください。

※出願パターンは、受験料のお支払方法により２種類（Aパターン ・ Bパターン）ありますので、いずれかをご選択ください。

●Aパターン ： 出願者個人が支払う方法（クレジットカード支払・コンビニ支払・銀行振込）

●Bパターン ： 団体が協会発行の請求書に基づき支払う方法

 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒

※1　とりまとめ担当者が登録情報の変更、出願の承認・取消をする際に、必要な担当者用パスワードを登録します。

受験料のお支払方法（Aパターン・Bパターン）を選択します。※登録完了後、お支払方法の変更はできません。

※2　「仮登録の完了」画面にて、法人IDが発行されます。

協会にて登録情報を承認後、とりまとめ担当者へ出願者用パスワードを送信します。

（2）団体フィードバック出願手続き（作業者：出願者）

出願者（ご本人）が、インターネット出願を行います。

 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒

※3　出願者は、とりまとめ担当者より連絡された法人ID・出願者用パスワードを入力しログインします。

【注意事項】
支払期限内に受験料のお支払いが完了しなかった場合、出願は成立せず、受験をすることができません。
お早めに受験料をお支払いいただけますよう、出願者の方へご連絡ください。

≪クレジットカード支払の場合≫
・クレジットカード支払は「VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Diners」のカードを利用できます。
・一度決済しますと、取消できませんので、ご注意ください。
・受験料のほかに手数料は不要です。
・出願期間中に、決済まで完了してください。決済が完了すると、出願手続き完了となります。
・弊会では、出願者のクレジットカード情報を保持することはございません。クレジットカード情報については、クレジットカード会社へ
　直接お問い合わせください。

≪コンビニ支払の場合≫
・利用できるコンビニエンスストアは、出願画面で確認できます。
・支払期限内に支払いが完了すると出願手続き完了となります。※支払期限は、受付最終日の翌々日　23：59です。
・コンビニエンスストアの端末の不具合などで、支払期限内にお支払いが完了しなかった場合、出願は成立せず、受験することができません。

　お早めに受験料をお支払いいただきますよう、出願者の皆様へご連絡ください。

●Bパターン　：　出願は出願者個人が行い、受験料は協会から発行される請求書に基づき、団体が一括して支払う方法

 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒

※4　出願者は、とりまとめ担当者より連絡された法人ID・出願者用パスワードを入力しログインします。

【注意事項】
　出願手続き完了には、とりまとめ担当者による承認又は取消しの処理が必要となります。
　「（3）出願者の照会及び出願の承認・取消」項目Bパターン記載事項をご確認のうえ、期日（出願締切日）までに承認（取消）処理を完了してください。

貴団体の担当者
の承認（取消）

仮受付メール受信
→ コンビニ支払

仮受付完了メー
ル受信

又は
出願画面

ＴＯＰ

●Aパターン　：　出願手続き、受験料支払いとも出願者個人が行う方法

本受付完了
メール受信

２.　利用手順（画面遷移と注意事項など）

お手続画面TOP
「新規登録はこちら」

注意事項
の確認

団体登録
※1

団体登録
の確認

仮登録の完了
※2

注意事項
の確認

団体フィードバック
出願ログイン※3

クレジットカード
内容の入力
 → 即時決済

本受付完了
仮受付完了
メール受信

出願画面
ＴＯＰ

団体フィードバック
出願ログイン※4

必要事項の
確認・入力

注意事項
の確認

必要事項の
確認・入力
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（3）出願者の照会及び出願の承認・取消　（作業者：とりまとめ担当者）

とりまとめ担当者は、出願者の出願状況（出願者氏名、受験料の支払状況など）を照会することができます。
支払期限までに受験料のお支払いがない場合、出願は「キャンセル」となりますので、ご注意ください。

 ⇒  ⇒  ⇒

※5　法人ID・とりまとめ担当者用パスワードを入力し、ログインします。

●Bパターン　：　出願は出願者個人が行い、受験料は協会から発行される請求書に基づき、団体が一括して支払う方法

出願締切日までに、とりまとめ担当者による承認又は取消が必要になります。
出願の承認・取消手続きは、出願期間中、随時行うことができます。
とりまとめ担当者の承認手続きをもって、出願の完了となります。
また、承認した出願分が、ご請求の対象となります。
「取消」の確定後、出願者ととりまとめ担当者へ取消の確認メールが配信されます。
※出願取消の手続き後、個人での出願を希望する場合は、必ず出願者本人から弊会へ取消を行った出願データの削除依頼の連絡が必要です。

 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒

※6　法人ID・とりまとめ担当者用パスワードを入力し、ログインします。

（4）団体登録の変更手続き　（作業者：とりまとめ担当者）

団体登録情報を変更（例：とりまとめ担当者、とりまとめ担当者パスワード、出願者用パスワード等の変更）する場合は、こちらから変更手続きを行ってください。
出願者用パスワードは、セキュリティー保持のため、試験回ごとに変更することをおすすめします。

 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒

※7　法人ID・とりまとめ担当者用パスワードを入力し、ログインします。

団体情報
メニュー

「団体情報の変更」

団体登録
の変更

団体登録
の確認

出願者一覧
の照会

未承認者一覧
団体情報
メニュー

お手続き画面
「登録済の団体は

こちら」

ログイン
※6

承認・取消確定
完了

お手続き画面
「登録済の団体は

こちら」

出願者一覧
の照会

●Aパターン　：　出願手続き、受験料支払いとも出願者個人が行う方法

変更受付完了
お手続き画面
「登録済の団体は

こちら」

ログイン
※7

ログイン
※5

団体情報
メニュー
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①　団体登録用画面

≪とりまとめ担当者の手続き画面
のご案内≫

こちらから団体とりまとめ担
当者用の各種手続きが可能
です。

詳細は、ご利用手順マニュア
ルをご覧ください（ダウンロー
ド可）。

新規に団体登録を行う場合、
こちらをクリックしてください。

（1） 団体登録
＜とりまとめ担当者画面＞

協会HPのTOP画面

①＞FP資格取得を目指す の

「CFP資格審査試験」をクリック

②＞STEP１ 出願開始 をクリック

受験料は【クレジットカード支払】【コンビニエンスストア支払】【銀行振込】より選択し、支払いください。

以下のリンクからログインして出願できます。
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②　団体登録ご注意事項

Ａパターンは、受験料を受験
者が支払う方式となります。

注意事項をお読みいただき、
同意いただける場合はこちら
をクリックしてください。

Ｂパターンは、受験料を団体
が支払う方式となります。

（1） 団体登録
＜とりまとめ担当者画面＞
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③　団体登録手続き

≪ご注意≫
団体登録が完了すると、
「受験料支払方法」は変更
できません。

（1） 団体登録
＜とりまとめ担当者画面＞
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【参考】受験者が出願時に使用
する「出願者用パスワード」につ
いては、この団体登録が完了し
た後に、別途メールにてご連絡
いたします。

パスワードは、必ず控えて
おいてください。

「Aパターン：出願者個人

払」を選択された場合は、

入力の必要はございませ

ん。
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④　団体登録の確認

　

　

　

≪ご注意≫

団体登録が完了すると、「受

験料支払方法」は変更できま

せん。
今一度、ご確認ください。

Ａパターンの場合は、 「個人

支払（クレジットカード支払・コ

ンビニ支払・銀行振込）」、
Ｂパターンの場合は、 「団体
支払（協会発行の請求書に基
づき支払）」と表示されます。

（1） 団体登録
＜とりまとめ担当者画面＞
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⑤　団体仮登録の完了

団体仮登録完了のお知らせ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　[CFP]団体仮登録完了のお知らせ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

団体名：日本ＦＰ協会テスト　（法人ID：*****）
キョウカイ　タロウ 様
受験料支払方法：個人支払（クレジットカード支払・コンビニエンスストア支払・銀行振込）

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　試験業務部です。
CFP資格審査試験の団体登録のご申請をいただき、ありがとうございます。
ご申請の仮登録が完了いたしました。
協会にて申請情報をご確認させていただいた後、登録完了となります。
出願者ログイン用パスワードは、登録完了メールにてお知らせします。

******************************************************************************
このメッセージは、特定非営利活動法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の
CFP資格審査試験へ団体登録をご申請いただいた方へ送信しております。
このメールに心当たりのない場合や、ご不明な点がある場合は、お手数ですが
このメールをそのままご返信いただくか、下記へご連絡ください。

【連絡先】
特定非営利活動法人（NPO法人）
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）　試験業務部 試験事務課
TEL　：　03-5403-9900　http://www.jafp.or.jp/　　E-mail　：　exam@jafp.or.jp

受付時間：9：00～17：30（土日・祝日・年末年始を除く）

仮登録が完了すると、ご登録いただい
たメールアドレスへお知らせのメール
が自動で配信されます。

団体名・法人ＩＤ・とりまとめ担当者名、
受験料支払方法を表示しています。

※法人IDは、

・登録内容の変更
・出願者データの取得
・出願の承認・取消

（Ｂパターンのみ）
・結果データの取得

に必要となりますので、必ず控えて
おいてください。

Ａパターンの場合は、「個人支払（ク

レジットカード支払・コンビニ支払・銀

行振込）」

Ｂパターンの場合は、「団体支払（協

会発行の請求書に基づき支払）」と

表示されます。

出願者が出願時に使用する「出願者

用パスワード」は、この団体登録が完

了した後に、別途メールにてお知らせ

します。

（1） 団体登録
＜とりまとめ担当者画面＞
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団体登録完了・出願用パスワードのお知らせ
⑥　団体登録完了・出願者用

パスワードのご案内
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　[CFP]団体登録完了・出願用パスワードのお知らせ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

団体名：日本ＦＰ協会テスト　（法人ID：*****）
キョウカイ　タロウ 様

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　試験業務部です。
CFP資格審査試験の団体登録のご申請をいただき、ありがとうございます。
ご申請の登録を完了いたしました。

■重要！出願（予定）者の方全員へご連絡いただきたいこと■
・貴団体の法人ID：*****
・貴団体の出願用パスワード：******
・受験料支払方法：個人支払（クレジットカード支払・コンビニエンスストア支払・銀行振込）

出願に必要な情報となりますので、恐れ入りますが、必ず出願（予定）者の方全員へ
とりまとめご担当者から連絡くださいますようお願いいたします。

●出願者の皆様へご申請いただく出願画面のURLはこちら。
　https://**********/********/********

　■手続きの流れ■
　1.Myページと同じIDとパスワードにてログイン。
　↓
　2.画面上部【出願はこちらから】をクリック。（試験情報を確認のうえ、お手続きください）
　↓
　3.【団体フィードバック出願】の【Ａパターン】を選択し、出願してください。

●とりまとめご担当者が出願状況を確認及び団体登録の変更をする場合のURLはこちら。
　https://**********/********/********

------------------------------------------------------------------------------
出願者の方から、協会にパスワード等の問合せいただきましても、
貴団体に所属されているか確認できませんので、お答えすることができません。
あらかじめご了承ください。

******************************************************************************
このメッセージは、特定非営利活動法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の
CFP資格審査試験へ団体登録をご申請いただいた方へ送信しております。
このメールに心当たりのない場合や、ご不明な点がある場合は、お手数ですが
このメールをそのままご返信いただくか、下記へご連絡ください。

【連絡先】
特定非営利活動法人（NPO法人）
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）　試験業務部 試験事務課
TEL　：　03-5403-9900　http://www.jafp.or.jp/　　E-mail　：　exam@jafp.or.jp

受付時間：9：00～17：30（土日・祝日・年末年始を除く）
******************************************************************************

協会にて、仮登録が承認されますと、団体登
録の完了をお知らせするメールが配信されま
す。

●出願（予定）者の方へご連絡いただき
たい事項

・法人ＩＤ（５ケタ）
・出願者用パスワード（６ケタ）
・出願ログイン画面のＵＲＬ
・受験料支払方法（AまたはBパターン）

（Ｂパターン：法人払の場合、受験者個
人が受験料を支払う必要がない旨をお
伝えください。

（1） 団体登録
＜とりまとめ担当者画面＞
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・団体登録内容の照会・変更
・出願の承認・取消
　（Ｂパターンのみ）
・出願・結果データの取得

●法人ＩＤ：「仮登録受付メー
ル」でご案内した番号を入力し
てください。

●ご担当者用パスワード：
「団体登録」された時に、入力
いただいた番号を入力してく
ださい。

（2）団体登録の照会・変更
＜とりまとめ担当者画面＞
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（2）団体登録の照会・変更
＜とりまとめ担当者画面＞
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受験料支払方法のAパターン・B
パターンの変更はできません。

〔お願い〕
担当者が変更になった場合、こ
ちらから変更をお願いします。

（2）団体登録の照会・変更
＜とりまとめ担当者画面＞
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担当者用パスワード及び出願者
用パスワードは、こちらから変更
することが出来ます。
パスワードは定期的に変更してく
ださい。

出願者用パスワードを変更した
場合、出願者へ必ずお知らせく
ださい。
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変更項目を、別途ご担当者宛に登録
されているメールアドレスにメールが
配信されます。

変更した項目は、赤字で表示されま
す。

ご確認の上、「変更」ボタンをクリック
してください。

以上で、団体登録の変更が完了で
す。

（2）団体登録の照会・変更
＜とりまとめ担当者画面＞
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出願および結果データをダウンロードする際に必要となるパスワードを、

各試験回の出願開始日の前営業日に、とりまとめ担当者へ、メールにてお知らせします。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　出願および結果データのダウンロード用パスワードのお知らせ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

団体名：日本ＦＰ協会テスト　（法人ID：*****）
キョウカイ　タロウ 様

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　試験業務部です。
平成●年度第●回CFP（R）資格審査試験の結果ダウンロード用パスワードを通知いたします。

【貴団体のパスワード】
　　abc***        

******************************************************************************
【連絡先】
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）　試験業務部 試験事務課
TEL　：　03-5403-9900　http://www.jafp.or.jp/　　E-mail　：　exam@jafp.or.jp

受付時間：9：00～17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
******************************************************************************

（3）団体出願者の照会

Aパターン
＜とりまとめ担当者画面＞

出願および結果データのダウン
ロード用パスワード （出願・結
果共通） になります。

◆ダウンロード用パスワードは
試験回ごとに変更されます◆

ダウンロード用パスワードは、
出願開始日の前営業日に、
とりまとめ担当者へメールにて
ご連絡します。
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支払期限までに出願者から

受験料のお支払いがなかっ

た場合、出願は「キャンセ

ル」となりますのでご注意く

ださい。

出願開始日の前営業日に

メールにてお知らせしたパ

スワードを入力し、「ＯＫ」

ボタンをクリックすると、出

願者データをダウンロード

できます。

受験情報（受験地、受験

課目、受験料、受験手数

料支払状況）をご確認いた

だけます。

（3）団体出願者の照会

Aパターン
＜とりまとめ担当者画面＞
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出願および結果データをダウンロードする際に必要となるパスワードを、

各試験回の出願開始日の前営業日に、とりまとめ担当者へ、メールにてお知らせします。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　　　出願および結果データのダウンロード用パスワードのお知らせ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

団体名：日本ＦＰ協会テスト　（法人ID：*****）
キョウカイ　タロウ 様

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　試験業務部です。
平成●年度第●回CFP（R）資格審査試験の結果ダウンロード用パスワードを通知いたします。

【貴団体のパスワード】
　　abc***        

******************************************************************************
【連絡先】
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）　試験業務部 試験事務課
TEL　：　03-5403-9900　http://www.jafp.or.jp/　　E-mail　：　exam@jafp.or.jp

受付時間：9：00～17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
******************************************************************************

（4）団体出願者の照会・承認・取消

Bパターン
＜とりまとめ担当者画面＞

出願および結果データのダウ
ンロード用パスワード （出願・
結果共通） になります。

◆ダウンロード用パスワードは
試験回ごとに変更されます◆

ダウンロード用パスワードは、
出願開始日の前営業日に、
とりまとめ担当者へメールにて
ご連絡します。
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団体出願者の出願情報を確認で
きますので、出願時の管理ツー
ルとしてご活用いただけます。

パスワードを入力すれば、一括ダ
ウンロードすることもできます。

出願開始日の前営業日に

メールにてお知らせしたパ

スワードを入力して、「ＯＫ」

ボタンをクリックすると、出

願者データをダウンロード

できます。

出願状況が確認できます。

「未承認」「承認」「取消」の

３種類があります。

次画面にて、「承認」「取

消」の処理をしていただき

ます。

（4）団体出願者の照会・承認・取消

Bパターン
＜とりまとめ担当者画面＞
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承認する場合は「承認」に、

取消する場合は「取消」に

チェックしてください。

「承認・取消の確定」ボタン

を押し、「OK」ボタンを押す

と、承認が確定します。

（4）団体出願者の照会・承認・取消 B

パターン
＜とりまとめ担当者画面＞
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承認後の照会画面

承認・取消をした件数が

表示されます。

≪万が一、一度「承認」し

た出願を取消する場合≫

「未承認」ボタンを押し、

「承認・取消」ボタンを押し

ます。

その次に、未承認へ更新

「OK」ボタンを押すと、状況

が「未承認」へ戻ります。

（4）団体出願者の照会・承認・取消

Bパターン
＜とりまとめ担当者画面＞

状況が「承認」と表示され

ます。
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未承認に戻った後、

「取消」チェックをし、

「承認・取消の確定」ボタン

「OK」ボタンで取消が確定します。

≪取り消し後の照会画面≫

状況が「取消」と表示さ
れます。

（4）団体出願者の照会・承認・取消

Bパターン
＜とりまとめ担当者画面＞
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こちらをクリックし、ログインし
てください。

【試験情報のご案内】

●年度＜第1回＞

1日目：●年●月●日

2日目：●年●月●日

●年●月●日（●）

●年●月●日（●）

●年●月●日（●）

●年●月●日（●）

（5）団体出願者（結果）データ

ダウンロード（A・Bパターン共通）
＜とりまとめ担当者画面＞

協会HPのTOP画面

＞FP資格取得を目指す の

「CFP資格審査試験」をクリック

＞STEP5 合格発表 をクリック
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各試験回の出願開始日の前営業日

に、メールにてお知らせしたダウン

ロード用パスワードを入力し、「ＯＫ」

ボタンをクリックすると、出願者の結

果データをダウンロードできます。

ダウンロード可能なデータが表示されますので、

「選択」にチェックをし、「ダウンロード」ボタンを

クリックしてください。

「出力項目」には、ダウンロードする結果データの項目が

表示されています。

「結果ダウンロード」は、試験の結果をこちらからダウンロードする

ことができます。出願開始日の前営業日に、メールにてお知らせし

たパスワードをご用意ください。

なお、ダウンロードできる期間を設定させていただいております。

公開期間内にダウンロードしてください。
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CFP資格審査試験　ダイレクトログイン
https://members.jafp.or.jp/login/li003.do?lid=cfpsknstgn

Myページと同じIDとパスワードにてログインしてください。

メインメニュー「CFPになる！」＞CFP資格審査試験を受ける＞CFP資格審査試験（出願・照会・変更）
のページへ移行します。

（6）団体フィードバック出願
＜出願者画面＞
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試験要項に記載された事項を
遵守することに同意のうえで、
こちらから出願してください。

インターネットの場合： ●年●月●日（●）10：00～●年●月●日（●）23:59

願書（書面）の場合 ： ●年●月●日（●）～●年●月●日（●） 消印有効

●年度第●回

（6）団体フィードバック出願
＜出願者画面＞
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【出願画面TOP】

26

●年●月●日（日）・●月●日（日）実施

●年●月●日（●）10：00 ～ ●月●日（●）23：59（厳守）

セイコーマート

●年●月●日（●）10：00 ～ ●月●日（●）23：59（厳守）
※出願期間と異なりますのでご注意ください。

受験料の他に払込手数料を別途ご負担いただきます。

●年●月●日（●）10：00 ～ ●月●日（●）23：59（厳守）
※出願期間中に、決済まで完了してください。受験料の他に手数料は不要です。

●年●月●日（●）23：59

団体出願の方は、
こちらをクリックして
ください。

（6）団体フィードバック出願
＜出願者画面＞
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●年●月●日（●） ～ ●月●日（●）
※●年●月●日（●）着金分まで受領します。

受験料の他に振込手数料を別途ご負担いただきます。

●年●月●日（●）

セイコーマート

団体の出願方法は2
種類（Ａパターン・Ｂパ
ターン）あり、団体ごと
に決まっています。

とりまとめ担当者から、

連絡を受けた出願パ

ターン（Ａ又はＢ）を選

んでください。下のＡ

又はＢの画面へジャ

ンプします。
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●年●月●日（●）

●年●月●日（●）10：00 ～ ●月●日（●）23：59（厳守）
※出願期間中に、決済まで完了してください。受験料の他に手数料は不要です。

●年●月●日（●）10：00 ～ ●月●日（●）23：59（厳守）
※出願期間と異なりますのでご注意ください。

●年●月●日（●） ～ ●月●日（●）
※●年●月●日（●）着金分まで受領します。

●年●月●日（●）

●年●月●日（●）23：59

団体出願：Aパターン（個
人払い）で出願される方
は、こちらをクリックしてく
ださい。【団体フィード
バック出願者ログイン画
面】へ移行します。

団体出願：Bパターン（法
人払い）で出願される方
は、こちらをクリックして
ください。【団体フィード
バック出願者ログイン画
面】へ移行します。
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【団体フィードバック出願者ログイン画面】 Aパターン(団体出願：個人払い)・Bパターン（団体出願：法人払い）共通

以　上

とりまとめ担当者から連
絡を受けた「法人ＩＤ」と
「出願者用パスワード」を
入力して「ログイン」ボタン
を押し、出願画面へログイ
ンします。
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