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試験申込方法 

1．概要 

注意： 「受験料の納付」 および 「試験の申込」 の 2 つの手続きが必要です。 

以下の「2.受験料の納付」 および 「3.試験の申込」 にしたがって手続きを行ってください。 

注意： 企業や学校による複数受験者の一括申込の場合もネットショップ（STORES）を利用して「受験料

納付」、当協会ホームページで「試験の申込」を行ってください。 

 

A. 申込受付期間 

試験案内のページを見てください。 

 

B. 受験料 

4,000円（消費税込み） ※今年度、国からの助成はありません。 

 

C. 申込に必要な書類 

「顔写真」 と 「在留カードの『表面』 と『裏面』 の写真」 が必要です。以下の写真を用意してください。 

 

(1) 顔写真 

 注意： この写真が受験票、合格証明書に使用されます。適切な写真を準備してください。 

 以下の顔写真を準備してください。 

(a) 本人を直接撮影したもの 

 パスポート等の「写真を撮影した写真」は不可 

(b) 3 か月以内に撮影したもの 

(c) デジタル写真 

(d) ファイル形式は .jpg、.jpeg、又は .png 形式 

(e) サイズは、 

 - 縦：横＝4：3 

 - 縦 640 ピクセル以上、横 480 ピクセル以上 

 - 最大 5MB 

 注意： 適切な写真については日本のパスポート用写真に関する情報ページを参考にしてください。 

外務省ホームページ：https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000149961.pdf 

 

(2) 在留カードの「表面」と「裏面」の写真 

 以下の写真を準備してください。 

(a) 在留カードの「表面」を撮影したもの 

(b) 在留カードの「裏面」を撮影したもの 

縦：横＝4:3 
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試験案内のページを見てください。 
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  表面 裏面  

 注意： 書き換え、更新手続き等で、現在有効な在留カードが手もとにない場合： 

- 過去の在留カードの 写真、コピーでもかまいません。 

- 過去の在留カードもない人は、パスポートの「身分事項のページ」の写真を送ってください。 

- この場合、新しい在留カードができたら、写真を送ってください。 

 注意： 短期滞在の場合： 

- 過去の在留カードがあれば、その写真を送ってください。 

- 過去の在留カードがない人は、パスポートの「身分事項のページ」の写真を送ってください。 

パスポートの身分事項のページ（日本のパスポートの場合） 

2．受験料の納付 

注意： 「受験料の納付」 および 「試験の申込」 の 2 つの手続きが必要です。 

E. 試験の申込手続きも行ってください。 

注意： 今回から企業や学校による複数受験者の一括申込の場合もネットショップ（STORES）を利用して

「受験料納付」、当協会ホームページで「試験の申込」を行ってください。 

注意： 受験料を納付しないと、受験できません。 

 

A. ネットショップ（STORES）での購入手続き 

下記ネットショップ（STORES）で 「特定技能評価試験 受験料」を選択し、購入手続を行ってください。 

https://jaeaexamfee.stores.jp    

詳しい手順は 【別紙】（4 ページ）をご覧ください。  

これを選択 

https://jaeaexamfee.stores.jp/
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3．試験の申込 

注意： 「受験料の納付」 および 「試験の申込」 の 2 つの手続きが必要です。 

D. 受験料の納付手続きも行ってください。 

注意： 受験料を納付しないと受験できません。 

 

A. 申込ページへのアクセス、必要事項の記入 

(1) ネットショップ（STORES）から届くメールに書かれている申込ページにアクセスしてください。 

 

(2) 申込ページで、必要な情報を入力してください。 

 注意： ネットショップ（STORES）から届くメールに書かれている「お客様情報」の「オーダー番号」は必ず

入力してください。入力しないと受験料が納付されたことが協会で確認できません。 

 注意： 後日、他の受験者の中に新型コロナウイルス感染者が発生した場合など、緊急時に受験者本人

に  連絡がつく電話番号やメールアドレス(緊急連絡先)を必ず記入してください。 

 

(3) 上記 C.(1)項、(2)項で準備した「顔写真」と「在留カードの写真（表面と裏面）」を申込ページにアップ

ロードしてください。 

 注意： 顔写真と在留カードの写真をアップロードしないと、申込手続きが完了しません。 

 

(4) 申込ページの最後にある「受験のためのルール確認」のところで、「受験のルール」を確認してください。 

 「受験のルール」に同意いただける場合は「□受験のルールに同意する」のチェックボックスをクリックしてください。 

 注意： 企業や学校による複数受験者の申込の場合、受験者の個人情報を当協会に提供すること、 

また、日本国ならびに受験者の国籍国や居住国の機関の求めに応じて当協会が受験者の個人

情報をこれらに提供することについて必ず受験者本人の同意を得たうえで、「□受験のルールに 

同意する」のチェックボックスをクリックしてください。 

 注意： 受験のルールに同意いただけないと（チェックボックスをクリックしないと）申込手続が完了しません

（受験できません）。 

 

(5) 確認ページで入力情報を確認し、記入漏れや記入間違いがなければ「申し込む」ボタンをクリックしてください。 

 

(6) 「申し込む」ボタンの下に申込を受け付けた旨のメッセージが表示されたら申込手続は完了です。 

 

以上 

 

 



個人申込 

4 

【別紙】 受験料の納付方法 

 個人申込  の場合は下記を参照願います。 

 企業や学校による複数受験者の一括申込   の場合は 9ページ以降を参照願います。 

注意： 受験申込には、「受験料の納付」 および 「試験の申込」 の 2 つの手続きが必要です。 

「受験料の納付」が終わったら、続いて 「試験の申込」 も行ってください。 

注意： 受験料を納付しないと、受験できません。 

 

           

 

 個人申込  の場合 

下記ネットショップ（STORES）で「特定技能評価試験 受験料」を選択し、購入手続を行ってください。 

https://jaeaexamfee.stores.jp 

 

A. トップページで商品「受験料」を選んでください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

  

これを選ぶ 

https://jaeaexamfee.stores.jp/
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B. 開いたページで 「カートに入れる」 をクリックしてください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

         ネットショップ（STORES）の画面 

 

C. 「ログインして購入する」 または 「ゲスト購入する」 のどちらかを選ぶ画面が表示されます。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

D. すでに、STORESの会員の方は、「ログインして購入する」 を選んでください。 

 

ログイン画面（PC画面もスマホ画面も同じ） 

これをクリック 

これをクリック 
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 STORES の会員ではない人は、会員登録してから申し込むか、 「ゲスト購入する」 を選んでください。 

「ゲスト購入する」 を選んだ場合、氏名、住所等、入力してください。 

注意： 会員登録の仕方はこちらを参照してください。（STORES よくある質問のページ） 

  新規会員登録の方法を知りたいです。 – よくある質問｜STORES   

注意：受験票の送付等に使いますので、メールアドレス等、お客さま情報は間違えないようにしてください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面  

すべて入力したら 
クリック 

すべて入力したら 
クリック 

https://faq.stores.jp/hc/ja/articles/360052956732-%E6%96%B0%E8%A6%8F%E4%BC%9A%E5%93%A1%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99-
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E. 入力が終わったら、「お支払い情報の入力へ」をクリックしてお支払い方法を入力してください。 

すべて入力したら「内容のご確認へ」を押して入力内容を確認してください。 

注意： 決済時の手数料は、受験申請者が負担してください。 

注意： 海外にお住まいの方はクレジットカードしか選べません。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

F. 以下を確認し、申し込んでください。 

● 迷惑メール設定をしている場合「hello@stores.jp」からのメールは届くようにしてください。 

● コンビニ決済の支払期限は3日間です。期限を過ぎると自動的にキャンセルとなります。 

● ローソン、ファミリーマートは専用端末（Loppi、Fami ポート）で処理を行い、専用端末から出力され

る「申込券」を持ってレジで 30分以内に現金で支払ってください。 

セイコーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキは直接レジで支払ってください。 

 詳細： https://faq.stores.jp/hc/ja/articles/360007588292 

● 受験料納付後の申込内容の変更やキャンセルはいかなる理由があった場合でも受付けません。また、次

に定める場合を除き、受験料は返却致しません。 

- 当協会の責めに帰すべき理由がある場合 

- 当協会が認めた場合（新型コロナウイルス感染症に伴う体調不良を含む） 

- 自然災害等により、試験が実施できないと試験監督者が判断した場合（代替の試験が実施された

場合を除く） 

 

  

すべて入力したら 
クリックして確認 

すべて入力したら 
クリックして 

確認 

https://faq.stores.jp/hc/ja/articles/360007588292
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G. 「ご購入ありがとうございます」のページ、また、購入後、ネットショップ（STORES）から届くメールにある   

「オーダー番号」をかならず控えてください。 

 注意： 「オーダー番号」は 3.E.項の、試験の申込で必要になります。 

 注意： 受験料を納付しただけでは受験できません。本文 3.E.項の試験の申込手順にしたがって 

申込を行ってください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

 

オーダー番号を記録 
申込時に必要 

オーダー 
番号を 
記録 
申込時に 
必要 
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 企業や学校による複数受験者の一括申込  

一括申込の場合、代表者の方が、 

● 最初に、会員登録 

● その後、全受験者の分をまとめて「受験料の納付」 

を行ってください。 

注意： 今回から書面による申請は不要になりました。 

 

1. 会員登録 

注意：すでに会員登録されている場合でも、住所の番地の後に、かならず企業名、学校名を記入してください。 

A. 下記ネットショップ（STORES）にアクセスしてください。 

https://jaeaexamfee.stores.jp 

B. PC 画面の場合、トップページ右上、「LOGIN」にカーソルを合わせると「新規会員登録」が表示されるので

それをクリック、スマホ画面の場合、トップページ左上の    をクリックすると、「新規会員登録」が表示される 

のでそれをクリックしてください。 

注意： 商品が販売されていない時でも、新規会員登録は可能です。 

  

  PC画面 スマホ画面 

            ネットショップ（STORES）の画面 

 

C. PC 画面の場合は、トップページ右上、「LOGIN」にカーソルを合わせると「新規会員登録」が表示されるの

でそれをクリック、スマホ画面の場合は、トップページ左上の    をクリックすると、「新規会員登録」が表示さ

れるのでそれをクリックしてください。 

 

  

https://jaeaexamfee.stores.jp/
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D. 新規会員登録ページが表示されますので、メールアドレスを入力し、「ストアの利用規約・プライバシーポリシ

ーに同意する」にネックを入れて、「送信する」をクリックしてください。 

注意： 受験票の送付等に使いますので、メールアドレスは間違えないようにしてください。 

 

E. 新規会員登録ページが表示されますので、メールアドレスを入力し、「ストアの利用規約・プライバシーポリシ

ーに同意する」にネックを入れて、「送信する」をクリックしてください。 

 
新規会員登録ページ 

 

 「新規会員登録 ありがとうございます！」ページが表示されます。 

 

新規会員登録ページ 
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F. 入力したメールアドレスに「件名: 【公益社団法人 日本航空技術協会】会員登録のお手続きありがとう

ございます！」のメールが届きますので、メールの本文中の「会員登録を完了する」をクリックしてください。 

 

STORES から入力したメールアドレスに送られてくるメール 
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G. 新規会員登録画面が表示されますので、必要な情報を入力してください。 

 すべて入力したら「確認」をクリックしてください。 

注意： 住所入力の際、番地の後に、かならず企業名/学校名を記入してください。 

 例： 都道府県 東京都 

  地区町村 大田区羽田空港 

  番地以降 1-6-6 日本航空技術株式会社 

 

新規会員登録ページ 

 

  

住所（番地）の後に 
企業名・学校名を必ず入力願います。 
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H. 住所の後ろに企業名・学校名が入っていること、その他入力したデータが正しいことを確認し、「登録」をクリ

ックしてください。これで新規会員登録は完了です。 

 

新規会員登録ページ 

 

I. 住所の後ろに企業名・学校名が入っていること、その他入力したデータが正しいことを確認し、登録をクリック

してください。これで新規会員登録は完了です。 

 

 なお、受験料の支払いにクレジットカードを利用される場合は、続けて「マイページへ」をクリックしてください。 

 
新規会員登録ページ 

 

  

住所（番地）の後に 
企業名・学校名を必ず入力願います。 

マイページへ をクリック 
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J. 「マイページ」で「アカウント設定」をクリックしてください。 

 

 

マイページ 

 

K. 「アカウント設定」ページで「クレジットカード情報」ページをクリックして、ください。 

 

アカウント設定ページ 

  

アカウント設定 
をクリック 

クレジットカード情報 をクリック 
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L. 「クレジット変更」ページでクレジットカード情報を入力し、保存するをクリックしてください。 

 

クレジットカード変更ページ 

 

M. 「アカウント設定」ページに戻ったら、上の日本航空技術協会のロゴをクリックして、トップページに戻り、「受

験料納付」の手続きを行ってください。 

 

アカウント設定ページ 

 

  

クレジットカード情報 を入力し終わったら
「保存する」をクリック 
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２. 受験料納付 

 

A. トップページで商品「受験料」を選んでください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

B. 開いたページで 「カートに入れる」 をクリックしてください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

         ネットショップ（STORES）の画面 

 

 

  

これを選ぶ 

これをクリック 

これをクリック 
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C. 「注文画面へ進む」をクリックしてください。 

注意： 複数受験者の一括申込の場合も個数は「1」としてください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

D. 「注文画面」の中の「ご注文の配送 お届け先」で「別の住所を指定する（ギフトなど）」を選んでください。 

注意： 「購入者さま」 には、マイページに入力した内容が表示されています。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

  

別の住所を指定する（ギフトなど）
を選ぶ 

マイページの情報が表示されている。 

入力不要 

マイページの情報が 

表示されている。 

入力不要 
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E. 表示される欄に、受験者の情報を入力してください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

F. 受験者の情報を入力し終わったら、「お支払い情報の入力へ」をクリックしてください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

  

すべて入力したら 
クリック 

すべて入力 
したら 
クリック 

受験者の情報を入力する。 

受験者の情報を 

入力する 
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G. お支払い方法を入力してください。 

すべて入力したら「内容のご確認へ」を押して入力内容を確認し 「注文する」 をクリックしてください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 注意： マイページでクレジットカード情報を入力していれば、ここでは入力する必要はありません。 

 注意： 決済時の手数料は、受験申請者が負担してください。 

 

H. 以下を確認し、申し込んでください。 

● 迷惑メール設定をしている場合「hello@stores.jp」からのメールは届くようにしてください。 

● コンビニ決済の支払期限は3日間です。期限を過ぎると自動的にキャンセルとなります。 

● ローソン、ファミリーマートは専用端末（Loppi、Fami ポート）で処理を行い、専用端末から出

力される「申込券」を持ってレジで 30分以内に現金で支払ってください。 

 セイコーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキは直接レジで支払ってください。 

 詳細： https://faq.stores.jp/hc/ja/articles/360007588292 

● 受験料納付後の申込内容の変更やキャンセルはいかなる理由があった場合でも受付けません。ま

た、次に定める場合を除き、受験料は返却致しません。 

- 当協会の責めに帰すべき理由がある場合 

- 当協会が認めた場合（新型コロナウイルス感染症に伴う体調不良を含む） 

- 自然災害等により、試験が実施できないと試験監督者が判断した場合（代替の試験が実

施された場合を除く） 

  

すべて入力したら 
クリックして確認 

すべて入力したら 
クリックして 

確認 

https://faq.stores.jp/hc/ja/articles/360007588292
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I. 「ご購入ありがとうございます」のページ、また、購入後、ネットショップ（STORES）から届くメールにある   

「オーダー番号」をかならず控えてください。 

 注意： 「オーダー番号」は 3.E.項の、試験の申込で必要になります。 

 注意： 受験料を納付しただけでは受験できません。本文 3.E.項の試験の申込手順にしたがって 

申込を行ってください。 

  

  PC画面 スマホ画面 

          ネットショップ（STORES）の画面 

 

J. 上記 2. A.～G. を、全受験生について行います。 

 

以上 

 

オーダー番号を記録 
申込時に必要 

オーダー 
番号を 
記録 
申込時に 
必要 


