
新しい「S検」
実際に申込・受験してみました！
「オンラインで受験といわれても、よく分からない」という
方もいらっしゃるかと思い、実際に「S検」の企業登録、申
込、受験を体験してみました。はじめは戸惑う点もありま
したが、すぐに慣れてスムーズにできました。
受験・受講を希望される企業・法人のご担当者様は、まずは
S検WEBサイト（http://s-kentei.com/）の「お申し込み
はこちら」をクリックしてください。

◎申込～受験までの手順

◎（参考）2021年 春期 申込講座（検定・講習会）

オンライン受験

オンライン
受験の場合

企業内受験
の場合

企業内受験

※�秋期の日程につきまして
は、改めて「S検」WEBサ
イトにてお知らせします

運用をしていただ
くことにより抑制
できます。
　また、パソコンや
タブレットでの操
作に慣れていない
受験者に向け、お試
し体験ができる「サ
ンプル講座」もご用
意しています。事
前に操作の練習が
できますので、ご利
用ください。

特集 新しい「S検」
申込＆受験・受講ガイド

受講者を個別に登録しよう！

企業登録からスタート！

続いて、実際に受験・受講する方を登録します。
「S検受講管理システム」のトップページで「ログ
イン」をクリック。ステップ１で届いた企業IDと
初期パスワードを入力します。
画面左側のメニューから「受講者管理」へ。右上に
ある「受講者登録」をクリックし、受験・受講者の
氏名や生年月日などを入力。一番下に「パスワー
ド」の項目があり、個々に半角英数8文字のパス
ワードを設定します。パスワードはメモやコピペ

で控えておきます。
「受講者管理」ページ
に戻り、受講者が登録されたことを確認。リスト
内左端の「受講者ID」は自動で設定されます。パ
スワードと共に控えておきました。

S検WEBサイトから「S検受講管理システム」のページに移
動します。ここで「企業登録申込」をクリック。企業（法人）
名や所在地、電話番号、メールアドレスなどの必要事項を記
入し、「登録を完了」を押します。
登録したメールアドレスに、S検事務局から企業IDと初期
パスワード、そしてCSVファイルが添付されて届きました。
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①　 企業登録

②　受講者登録

③ 講座（検定）申込

④　　お振込
⑤ 受験 ⑤ 受験

S検WEBサイト（http://s-kentei.com/）から、
申込画面へ進み、貴社・貴団体のご登録をお願いし
ます。

事務局での確認のため、2～3日ほ
ど、お時間がかかる場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。S検の管理サイトで、企業IDと初期パスワードを

使ってログインし、受験を希望される従業員を登録
してください。登録した方には、IDとパスワード
が発行されますので、各受験者へご連絡ください。

S検の管理サイトで、受験される講座（検定）を選
び、対象となる従業員を選んで、受験・受講の申込
をしてください。

入金確認後、申込の受験者が受験可能となります。
IDとパスワードでログ
インすれば、オンライ
ンでの受験が可能です。

今年度は移行期間として
実施します。

講座名 申込開始日 申込締切日 実施日 合否発表日 料金
（会員・税込）

ベーシック1級

4月20日
（火）

5月26日
（水）

7月8日
（木）

8月2日
（月）

5,500円
マネジャー3級

マネジャー2級 8,759円

バイヤー級 11,000円

食品表示管理士（初級）
7月29日
（木）

8月31日
（火）

8,352円

食品表示管理士（中級） 10,491円

食品表示管理士（上級） 12,528円

講座名 申込開始日 申込締切日 受験開始日 受験終了日 合否発表日 料金
（会員・税込）

ベーシック1級

4月20日
（火）

5月26日
（水） 5月21日

（金）

7月31日
（土）

8月2日
（月）

5,500円
マネジャー3級

マネジャー2級 8,759円

バイヤー級 11,000円

食品表示管理士（初級）
8月30日
（月）

8月31日
（火）

8,352円

食品表示管理士（中級） 10,491円

食品表示管理士（上級） 12,528円

食品安全衛生技術管理士・
食品安全リーダー�通信講座

9月30日
（木）

10月31日
（日） — 33,000円

企業内受験準備

S検事務局より、貴社・貴団体の企業IDと
初期パスワードをメールにてお知らせします。 受講者IDとパ

スワードは、必ず控えるよう
にしましょう。登録完了後、受
講者IDとパスワードを受験・
受講者にお伝えください。

ポイント

CSVファイルは、複数
人の受講者を一括登録する際に使用し
ますので、保存しておきましょう。一
括登録は「ステップ03」で登場します。

ポイント

※食品安全リーダーはオンラインのみ

4 5NO.743 2021-JUNE NO.743 2021-JUNE



特集 新しい「S検」
申込＆受験・受講ガイド

複数の受験・受講は「一括登録」で！ いよいよオンライン受験へ！

合否発表と合格証（修了証）

受講者を選択し講座・検定を申し込む

請求書の振込口座は毎回変わる！

「受講者管理」ページの右上にある
「CSV受講者登録」をクリック。メー
ルに添付されてきたCSVファイルに
情報を入力しておき、画面上で選択
することで、複数名がいっぺんに登
録できました。

ログイン後、受験する検定を選択し、試験を開始。問題に解
答していくと、問題のQの横にある「未解答」マークが消え
ていきます。画面の右上には制限時間が表示されます。
1ページにつき5問ずつ出題されます。最後のページで全
問題が表示されるので、改めて解答を見直すことができま
した。未解答の問題があると、「提出する」ボタンをクリッ
クできないので、後回しにした問題も忘れずに解答できま
す。修正したい解答がある時は、Qをクリックすると問題
ページに戻れました。

今年度の検定は、決められた日に合否発表を行うた
め、しばらく待つことになります。発表後は下の画面
のように結果が表示されます。

ログイン後の左メニューから「講座申込」を選択し
ます。申し込みたい講座・検定をクリックし、内容
と注意事項などを確認しました。
次に、「講座申込受講者選択」ページから、受講者
を選択。今回は1名の受験ですが、複数人を選択
する場合は、CSVファイルでアップロードする
ことも可能だそう（詳しくはマニュアルを確認）。

「講座申込内容確認」をチェックし、「決済画面へ」をクリック。
再度、確認画面を経て申込が完了しました。「申込詳細」ページ

下の「請求書発行」ボタンをクリック
すると、別ウィンドウでPDFが立ち
上がり、請求書が確認できました。
申込ごとに請求書が発行される仕組
みなので、例えば店舗や部署などで
請求書を分けたい場合は、分けて申
し込む必要があります。

最大50名まで一括登録できます。
なお、受講者IDとパスワードは、作成したCSV
ファイルに入力して管理してもいいでしょう。

ポイント

2種類以上の講座・検定の申込は、
各講座・検定ごとに申込をすませてください。
ポイント

検定は1回のみしか受けられません。
端末の使用中に電源が落ちる、通信が途切れてしまう
ことがないよう、通信環境の良好な場所で、できれば
電源に接続しながら受験することをお勧めします。

ポイント

合格すると「修了証（合格証）」の
ボタンが表示されます。修了証・合格証は、何度
でもダウンロードすることができます。

ポイント

新システムでは請求書
ごとに口座番号が発行されるシステム
になっています。当協会の会費や出版
物などで使用している口座ではなく、
必ず、請求書に記載されている口座に
入金をお願いします。振込手数料は企
業・団体様にてご負担ください。「先方
負担」にされますと入金完了と見なさ
れず、受験・受講ができません。入金確
認の手続きに3～4日程度を要するた
め、余裕を持ってお申込ください。請
求書はオンラインのみで、書面は送付
いたしませんのでご了承ください。

ポイント

◎S検についてのお問い合わせ先◎

ステップ

03
ステップ

06

ステップ

07

ステップ

04

ステップ

05

6月30日まで、お試し利用ができます。オンラインでの受験がスムーズに行えるか、
ご確認ください。

E-mail	 :	sken@retail-hrd.com
電話番号	:	03-5213-4065（平日10:00～16:00）
※今年度より連絡先が変更になりました。

S検事務局
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