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改訂履歴

版数 変更日 変更内容

第１版 2022年11月15日 初版

第２版 2022年12月5日 身体検査、実地試験、学科試験の追加
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試験申込システム利用者登録

初めて無人航空機操縦士試験申込システム（本システム）をご利用の
場合は、利用者登録（アカウント登録）を実施してください。

アカウント登録を実施するには、国土交通省のドローン情報基盤シス
テム（DIPS）での技能証明申請者番号の取得が必須となります。

＜注意事項＞
利用者登録は、16歳以上の方が実施できます。
また、航空法第132条の49第2項の規定により無人航空機操縦士試
験に関する不正行為に関係のある者として本試験の受験が一定期
間停止されており、当該停止期間を終えていない方は登録できま
せん。

＜目次＞
１．試験申込システムにアクセスする ・・・p.1
２．本登録メールを送信する ・・・p.6
３．本人情報を入力する ・・・p.8
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試験申込システム利用者登録

１．試験申込システムにアクセスする

②「試験申込システム」を
クリックしてください

②「試験申込システム」を
クリックしてください

①試験案内サイトにアクセ
スしてください

https://ua-remote-
pilot.manaable.com/

①試験案内サイトにアクセ
スしてください

https://ua-remote-
pilot.manaable.com/
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２．本登録メールを送信する

①「新規登録」をクリック
してください

①「新規登録」をクリック
してください

②DIPSに登録したメールアド
レスを入力してください

②DIPSに登録したメールアド
レスを入力してください

③利用規約の同意確認ですの
で、内容を確認してチェッ
クしてください

③利用規約の同意確認ですの
で、内容を確認してチェッ
クしてください

試験申込システム利用者登録

④個人情報保護方針の同意確
認ですので、内容を確認し
てチェックしてください

④個人情報保護方針の同意確
認ですので、内容を確認し
てチェックしてください ⑤ 「本登録メール送信」を

クリックしてください
⑤ 「本登録メール送信」を

クリックしてください
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試験申込システム利用者登録

⑥メールが届くのをお待ちください⑥メールが届くのをお待ちください

⑦本登録手続きのご案内が届きます⑦本登録手続きのご案内が届きます
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試験申込システム利用者登録

２．本人情報を入力する

①届いたメールに記載されている
URLをクリックしてください

①届いたメールに記載されている
URLをクリックしてください

②DIPSに登録した氏名と電話番号
を入力の上、パスワードを設定
してください

②DIPSに登録した氏名と電話番号
を入力の上、パスワードを設定
してください

③DIPSで取得した「技能証明申請
者番号」を入力してください

③DIPSで取得した「技能証明申請
者番号」を入力してください

④利用規約及び個人情報保
護方針の同意確認ですの
で、内容確認してチェッ
クしてください

④利用規約及び個人情報保
護方針の同意確認ですの
で、内容確認してチェッ
クしてください

⑤「確認画面へ」を
クリックしてください

⑤「確認画面へ」を
クリックしてください
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試験申込システム利用者登録

⑥入力した内容を確認して「登録
する」をクリックしてください

⑥入力した内容を確認して「登録
する」をクリックしてください
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受験資格の確認

DIPSに登録された情報（氏名・メールアドレス・電話番号・技能証
明申請者番号）と本システムに登録した情報が一致していることを本
会が確認するための申込みです。

＜注意事項＞
本システムに登録した情報がDIPSに登録した情報と一致している
ことをご自身で確認して申込みをしてください。

一致していない場合は、本システムの「マイアカウント情報」か
ら登録情報を変更してください。

＜目次＞
１．試験申込システムにログインする ・・・p.11
２．試験一覧から「受験資格の確認」を選択する ・・・p.12
３.「受験資格の確認」に申込む ・・・p.13
４．申込結果を確認する ・・・p.16
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受験資格の確認
１．試験申込システムにログインする

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

②「ログイン」をクリックし
てください

②「ログイン」をクリックし
てください
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受験資格の確認
２．試験一覧から「受験資格の確認」を選択する

①「試験を探す」をクリック
してください

①「試験を探す」をクリック
してください

②「受験資格の確認」をク
リックしてください

②「受験資格の確認」をク
リックしてください
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受験資格の確認

３．受験資格の確認に申込む

①詳細を確認してください①詳細を確認してください

②「申込み」をクリックし
てください

②「申込み」をクリックし
てください
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④CBT運営会社に個人情報を
提供することの同意確認
ですので、内容確認して
チェックしてください

④CBT運営会社に個人情報を
提供することの同意確認
ですので、内容確認して
チェックしてください

⑤利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

⑤利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

【注意】
このチェックは

外さないでください

【注意】
このチェックは

外さないでください

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

⑥「次へ進む」を
クリックしてください

⑥「次へ進む」を
クリックしてください

受験資格の確認

【注意】
管理用は

変更しないでください

【注意】
管理用は

変更しないでください
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受験資格の確認

⑦内容を確認してください⑦内容を確認してください

⑧「上記の内容で申込む」
をクリックしてください

⑧「上記の内容で申込む」
をクリックしてください
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受験資格の確認

４．申込み結果を確認する

受験資格の確認が正常に確認した場合は４－１へ・・・・p.17

情報を修正して再申込みが必要な場合は４－２へ・・・・p.19
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受験資格の確認

①本会の確認が完了すると
「受験資格の確認完了の
お知らせ」が届きます

①本会の確認が完了すると
「受験資格の確認完了の
お知らせ」が届きます

②記載されているURLを
クリックしてください

②記載されているURLを
クリックしてください

申込みから7営業日以内に通知がない場合は、以下の問合せ先にお問い合わ
せください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

【４－１ 受験資格の確認が正常に完了した場合】
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受験資格の確認

④結果が「確認完了」になっていると
学科試験及び身体検査に申込みがで
きるようになります

④結果が「確認完了」になっていると
学科試験及び身体検査に申込みがで
きるようになります

③「申込み内容確認」を
クリックしてください

③「申込み内容確認」を
クリックしてください
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受験資格の確認

【４－２ 情報を修正して再申込みが必要な場合】

①本会の確認が完了すると
「受験資格の確認完了の
お知らせ」が届きます

①本会の確認が完了すると
「受験資格の確認完了の
お知らせ」が届きます

②記載されているURLを
クリックしてください

②記載されているURLを
クリックしてください

DIPSと情報が一致しているにも関わらず情報修正の依頼が届いた場合は、
以下の問合せ先にお問い合わせください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）
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受験資格の確認

③「こんにちは、××さんに」カーソル
をかざすと表示される「マイアカウン
ト情報」をクリックしてください。

③「こんにちは、××さんに」カーソル
をかざすと表示される「マイアカウン
ト情報」をクリックしてください。
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③DIPSに登録した情報（氏名、電話番号、
メールアドレス、技能証明申請者番
号）と一致するように変更してくださ
い。

③DIPSに登録した情報（氏名、電話番号、
メールアドレス、技能証明申請者番
号）と一致するように変更してくださ
い。

受験資格の確認

再度【受験資格の確認】にお申込みください。
手順は本マニュアルのp.12からをご確認ください
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学科試験

＜目次＞
１．試験申込システムにログインする ・・・p.23
２．試験一覧から学科試験を選択する ・・・p.24
３．学科試験に申込む ・・・p.25
４．CBT運営会社の専用ページにて試験に申込む ・・・p.27
５．学科試験を受験する ・・・p.28
６．受験結果を確認する ・・・p.29

＜注意事項＞
・学科試験の手数料は、本システムではなくCBT運営会社での試
験予約時に発生いたします。
・試験の予約は、CBT運営会社のHPにて実施します。申込み後に
ご案内するURLから予約手続きを進めてください。
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１．試験申込システムにログインする

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

②「ログイン」をクリックし
てください

②「ログイン」をクリックし
てください

学科試験
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２．試験一覧から学科試験を選択する

①「試験を探す」をクリック
してください

①「試験を探す」をクリック
してください

②受験したい等級の【学科試験】
を選択します

②受験したい等級の【学科試験】
を選択します

学科試験
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３．学科試験に申込む

学科試験

①詳細を確認してください①詳細を確認してください

②「申込み」をクリックし
てください

②「申込み」をクリックし
てください

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

④「上記の内容で申し込む」を
クリックしてください

④「上記の内容で申し込む」を
クリックしてください
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学科試験

⑤申込完了画面又は申込み完了
メールに記載されている専用HP
のURLをクリックしてください

⑤申込完了画面又は申込み完了
メールに記載されている専用HP
のURLをクリックしてください
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４． CBT運営会社の専用ページにて試験に申込む

学科試験

申込み完了画面または申込み完了メールに記載されているURLからCBT運
営会社の専用ページにアクセスしてください。

試験の予約、支払い、予約の確認や変更等についてはCBT運営会社の専用
ページから手続きができます。
操作の方法等については、CBT運営会社の専用ページでご確認ください。

【予約が完了しない場合】

①入力した情報がDIPSに登録した情報と異なる
DIPSにおいて登録した姓名（カナ）、電話番号と取得した技能証明申請者
番号を試験申込画面にて正しく入力してください。
電話番号は固定電話の場合は0から始まる10桁、携帯電話の場合は0から始
まる11桁を入力する必要があります。

②技能証明申請者番号を取得していない
試験を予約するには、あらかじめDIPSを通じて技能証明申請者番号を取得
する必要があります。

③試験申込システムにてアカウント登録をしていない
試験申込システムにおいて、「アカウント登録」及び「受験資格確認」を
完了している必要があります。

④既に同一試験を予約済みである
学科試験を既に予約している場合には、予約した受験日の翌日以降でない
と同一の試験の新たな予約はできません。
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５．学科試験を受験する

試験開始の15分前（集合時間）までには必ず試験会場の受付へお越しくだ
さい。
集合時刻に遅れた場合や本人確認書類を提示ができない場合は受験ができ
ません。その際は、受験料は返金されません。

当日の持ち物
・写真付きの公的身分証明書等の本人が確認できる書類※

※認められる本人確認書類
＜1点で確認可能なもの＞
・運転免許証（公安委員会発行のものに限る）
・パスポート
・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付のものに限る）
・在留カード、特別永住者証明書（外国人登録証を含む）
・住民基本台帳カード（平成27年12月で発行終了）
・個人番号カード（マイナンバーカード）
・身体障害者手帳（顔写真付きに限る）

＜2点の組み合わせで確認可能なもの＞
・社員証 + 健康保険証
・学生証 + 健康保険証
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６．受験結果を確認する

お知らせは受験日から8営業日を目途に送付されます。10営業日を過ぎても
お知らせが届かない場合は以下の問合せ先までお問い合わせください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

学科試験

①受験日から8営業日を目途
に「学科試験受験結果の
お知らせ」が届きます

①受験日から8営業日を目途
に「学科試験受験結果の
お知らせ」が届きます

②記載されているURLを
クリックしてください

②記載されているURLを
クリックしてください
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学科試験

③「申込み内容確認」を
クリックしてください

③「申込み内容確認」を
クリックしてください

④「学科試験合格証明番号」の確認を
行うことができます。

④「学科試験合格証明番号」の確認を
行うことができます。
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身体検査

＜目次＞

書類で受検する場合
１．試験申込システムにログインする ・・・p.32
２.「【身体検査】書類での受検」を選択する ・・・p.33
３.「【身体検査】書類での受検」に申込む ・・・p.34
４．手数料を支払う ・・・p.37
５．受検結果を確認する ・・・p.38

会場で受検する場合
１．試験申込システムにログインする ・・・p.44
２.「【身体検査】会場での受検」を選択する ・・・p.45
３. 「【身体検査】会場での受検」に申込む ・・・p.46
４．手数料を支払う ・・・p.48
５．日時を選択して予約する ・・・p.49
６．予約を確認する ・・・p.56
７．受検する ・・・p.59
８．受検結果を確認する ・・・p.60
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【書類で受検する場合】

１．試験申込システムにログインする

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

②「ログイン」をクリックし
てください

②「ログイン」をクリックし
てください

身体検査（書類での受検）
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２．試験一覧から「【身体検査】書類での受検」を選択する

①「試験を探す」をクリック
してください

①「試験を探す」をクリック
してください

②「【身体検査】書類での受検」
を選択します

②「【身体検査】書類での受検」
を選択します

身体検査（書類での受検）
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３.「【身体検査】書類での受検」に申込む

①詳細を確認してください①詳細を確認してください

②「申込み」をクリックし
てください

②「申込み」をクリックし
てください

身体検査（書類での受検）



p.35

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

⑥「次へ進む」を
クリックしてください

⑥「次へ進む」を
クリックしてください

④「申請書類の種類」をプルダウン
から選択のうえ、書類をアップ
ロードし、書類の番号及び有効期
限を入力してください

④「申請書類の種類」をプルダウン
から選択のうえ、書類をアップ
ロードし、書類の番号及び有効期
限を入力してください

⑤利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

⑤利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

書類はPDF又はJPEGで
添付してください
書類はPDF又はJPEGで
添付してください

身体検査（書類での受検）
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⑦内容を確認してください⑦内容を確認してください

⑧「上記の内容で申込む」
をクリックしてください

⑧「上記の内容で申込む」
をクリックしてください

身体検査（書類での受検）
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⑨そのままお支払いに進む場
合は、「支払いページへ」
をクリックしてください

⑨そのままお支払いに進む場
合は、「支払いページへ」
をクリックしてください

本マニュアルの支払い手続き（p.106）をご確認いただきお支払いください

４．手数料を支払う

身体検査（書類での受検）
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５．受検結果を確認する

申込みから7営業日以内に通知がない場合は、以下の問合せ先にお問い合わ
せください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

身体検査（書類での受検）

①受験結果がでると
「身体検査に関する登録情報変更
のお知らせ」が届きます

①受験結果がでると
「身体検査に関する登録情報変更
のお知らせ」が届きます

②記載されているURLをクリック
してください

②記載されているURLをクリック
してください
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合格・不合格の場合は５－１へ ・・・・・p.40

再提出が必要な場合は５－２へ ・・・・・p.41

③「申込み内容確認」を
クリックしてください

③「申込み内容確認」を
クリックしてください

身体検査（書類での受検）
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【５－１ 合格・不合格の場合】

こちらから以下の結果が確認できます
・受検結果
・技能証明の条件
・合格日
・身体検査合格証明番号
・有効期間満了日

こちらから以下の結果が確認できます
・受検結果
・技能証明の条件
・合格日
・身体検査合格証明番号
・有効期間満了日

身体検査（書類での受検）
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【５－２ 再提出が必要な場合】

①「変更」をクリックしてください①「変更」をクリックしてください

再提出が必要な場合は
「再提出依頼」と記載されています
再提出が必要な場合は
「再提出依頼」と記載されています

指定試験機関からの連絡に
メッセージが入力されているので
ご確認ください

指定試験機関からの連絡に
メッセージが入力されているので
ご確認ください

身体検査（書類での受検）
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②必要な修正を実施してください②必要な修正を実施してください

⑤内容を確認してください⑤内容を確認してください

⑥「保存する」をクリック
してください

⑥「保存する」をクリック
してください

③利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

③利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください ④「確認画面へ」をクリッ

クしてください
④「確認画面へ」をクリッ
クしてください

身体検査（書類での受検）
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受検結果が出るのをお待ちください。
再提出してから7営業日以内に通知がない場合は、以下の問合せ先にお問い
合わせください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

身体検査（書類での受検）
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【会場で受検する場合】

１．試験申込システムにログインする

身体検査（会場での受検）

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

②「ログイン」をクリックし
てください

②「ログイン」をクリックし
てください
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２．試験一覧から「【身体検査】会場での受検」を選択する

①「試験を探す」をクリック
してください

①「試験を探す」をクリック
してください

②「【身体検査】会場での受検」を
クリックしてください

②「【身体検査】会場での受検」を
クリックしてください

身体検査（会場での受検）
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３.「【身体検査】会場での受検」に申込む

①詳細を確認してください①詳細を確認してください

②「申込み」をクリックし
てください

②「申込み」をクリックし
てください

身体検査（会場での受検）
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③内容を確認してください③内容を確認してください

④「上記の内容で申込む」
をクリックしてください

④「上記の内容で申込む」
をクリックしてください

身体検査（会場での受検）
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４．手数料を支払う

⑤そのままお支払いに進む場
合は、「支払いページへ」
をクリックしてください

⑤そのままお支払いに進む場
合は、「支払いページへ」
をクリックしてください

本マニュアルの支払い手続き（p.106）をご確認いただきお支払いください

身体検査（会場での受検）
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５．日時を選択して予約する

①「受験予定」をクリックし
てください

①「受験予定」をクリックし
てください

②「【身体検査】会場での受検」を
クリックしてください

②「【身体検査】会場での受検」を
クリックしてください

身体検査（会場での受検）
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③詳細を確認してください③詳細を確認してください

⑤「受験」をクリックし
てください
⑤「受験」をクリックし
てください

④「受験」タブをクリック
してください

④「受験」タブをクリック
してください

身体検査（会場での受検）
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⑥注意事項を確認して
チェックしてください
⑥注意事項を確認して
チェックしてください

⑥「視聴する」をクリック
してください

⑥「視聴する」をクリック
してください

⑥「日程調整サイトはこちら」
のURLをクリックしてください

⑥「日程調整サイトはこちら」
のURLをクリックしてください

身体検査（会場での受検）

⑦URLをクリックし
てください

⑦URLをクリックし
てください
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⑧アクセス許可を「承諾」
してください

⑧アクセス許可を「承諾」
してください

身体検査（会場での受検）
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開催地と開催予定月を
絞り込んで検索することもできます

開催地と開催予定月を
絞り込んで検索することもできます日程選択サイトに遷移します

予約可能な身体検査が一覧で表示されます予約可能な身体検査が一覧で表示されます

＋ボタンをクリックすると
会場情報等の詳細が確認できます
＋ボタンをクリックすると

会場情報等の詳細が確認できます

身体検査（会場での受検）
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⑨予約したい試験のチェックボックス
にチェックを入れてください

⑨予約したい試験のチェックボックス
にチェックを入れてください

⑩左に反映された試験日程を確認の上
「この日程で申込む」をクリックし
てください

⑩左に反映された試験日程を確認の上
「この日程で申込む」をクリックし
てください

選択した試験が画面下部に
反映されます

選択した試験が画面下部に
反映されます

身体検査（会場での受検）
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予約を変更・キャンセルする場合は、本マニュアルp.121をご確認ください。
変更・キャンセルは、受検日の6営業日前まで可能です。

身体検査（会場での受検）

予約が完了すると
この画面に遷移します
予約が完了すると

この画面に遷移します
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６．予約を確認する

①試験申込システムに
ログインしてください

①試験申込システムに
ログインしてください

②「申込履歴」をクリック
してください

②「申込履歴」をクリック
してください

身体検査（会場での受検）
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③「【身体検査】会場での受検」
をクリックしてください

③「【身体検査】会場での受検」
をクリックしてください

④「申込内容確認」をクリック
してください

④「申込内容確認」をクリック
してください

身体検査（会場での受検）
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ここで予約情報が確認できますここで予約情報が確認できます

身体検査（会場での受検）
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７．受検する

受検日当日に、受付時間内に予約した会場までお越しください。
なお、受付時間を過ぎると受験いただけませんのでご注意ください。

＜当日の持ち物＞
・写真付きの公的身分証明書等の本人が確認できる書類※
・必要な場合矯正器具

※認められる本人確認書類
＜1点で確認可能なもの＞
・運転免許証（公安委員会発行のものに限る）
・パスポート
・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付のものに限る）
・在留カード、特別永住者証明書（外国人登録証を含む）
・住民基本台帳カード（平成27年12月で発行終了）
・個人番号カード（マイナンバーカード）
・身体障害者手帳（顔写真付きに限る）

＜2点の組み合わせで確認可能なもの＞
・社員証 + 健康保険証
・学生証 + 健康保険証

身体検査（会場での受検）
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８．受検結果を確認する

申込みから7営業日以内に通知がない場合は、以下の問合せ先にお問い合わ
せください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

身体検査（会場での受検）

①受験結果がでると
「身体検査に関する登録情報変更
のお知らせ」が届きます

①受験結果がでると
「身体検査に関する登録情報変更
のお知らせ」が届きます

②記載されているURLをクリック
してください

②記載されているURLをクリック
してください



p.61

身体検査（会場での受検）

③「申込内容確認」をクリック
してください

③「申込内容確認」をクリック
してください
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身体検査（会場での受検）

合否結果が確認できます。
合格の場合は身体検査合格証明番号が

記載されます。

合否結果が確認できます。
合格の場合は身体検査合格証明番号が

記載されます。
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実地試験

指定試験機関で受験する場合 ・・・・p.64
集合試験方式 ・・・・p.64
出張試験方式 ・・・・p.83

登録講習機関で実地講習を修了した場合 ・・・・p.94

＜目次＞

集合試験方式の場合
１．試験申込システムにログインする ・・・p.65
２．試験一覧から「【実地試験（集合）】」を選択する・・・p.66
３．申込む ・・・p.68
４．手数料を支払う ・・・p.71
５．日時を選択して予約する ・・・p.72
６．受験する ・・・p.80
７．受験結果を確認する ・・・p.81

出張試験方式の場合
１．試験申込システムにログインする ・・・p.83
２．試験一覧から【実地試験（出張）】」を選択する ・・・p.85
３．調整を申込む ・・・p.86

登録講習機関で実地講習を修了した場合
１．試験申込システムにログインする ・・・p.90
２.「【実地試験】講習修了証明書の提出」を選択する ・・・p.91
３．申込む ・・・p.93
４．申込結果を確認する ・・・p.98
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１．試験申込システムにログインする

【集合試験方式で受験する場合】

実地試験（集合試験方式）

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

②「ログイン」をクリックし
てください

②「ログイン」をクリックし
てください
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２．試験一覧から「【実地試験】」を選択する

実地試験（集合試験方式）

①「試験を探す」をクリック
してください

①「試験を探す」をクリック
してください

【注意】
申込可能な実地試験のみが申込システム上に表示されます。
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実地試験（集合試験方式）

受験したい機体の種類を試験名に入力して
「検索する」をクリックすると
試験が探しやすくなります

受験したい機体の種類を試験名に入力して
「検索する」をクリックすると
試験が探しやすくなります

②受験したい試験をクリック
してください

②受験したい試験をクリック
してください
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３．申込む

実地試験（集合試験方式）

①詳細を確認してください①詳細を確認してください

【注意】
免責事項、注意事項は事前にご確認ください

【注意】
免責事項、注意事項は事前にご確認ください

②「申込み」をクリック
してください

②「申込み」をクリック
してください
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実地試験（集合試験方式）

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

⑤「次へ進む」を
クリックしてください

⑤「次へ進む」を
クリックしてください

④利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

④利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください
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実地試験（集合試験方式）

⑦内容を確認してください⑦内容を確認してください

⑧「上記の内容で申込む」
をクリックしてください

⑧「上記の内容で申込む」
をクリックしてください

⑥内容を確認してください⑥内容を確認してください

⑦「上記の内容で申込む」
をクリックしてください

⑦「上記の内容で申込む」
をクリックしてください
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４．手数料を支払う

本マニュアルの支払い手続き（p.106）をご確認いただきお支払いください

実地試験（集合試験方式）
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実地試験（集合試験方式）

５．日時を選択して予約する

①「受験予定」をクリックし
てください

①「受験予定」をクリックし
てください

②予約したい試験名をクリック
してください

②予約したい試験名をクリック
してください
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実地試験（集合試験方式）

③詳細を確認してください③詳細を確認してください
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④「受験」タブをクリック
してください

④「受験」タブをクリック
してください

⑤「受験」をクリックし
てください
⑤「受験」をクリックし
てください

実地試験（集合試験方式）
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⑥注意事項を確認して
チェックしてください
⑥注意事項を確認して
チェックしてください

⑥「視聴する」をクリック
してください

⑥「視聴する」をクリック
してください

⑦URLをクリックしてください⑦URLをクリックしてください

実地試験（集合試験方式）
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⑧アクセス許可を「承諾」
してください

⑧アクセス許可を「承諾」
してください

実地試験（集合試験方式）
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開催地と開催予定月を
絞り込んで検索することもできます

開催地と開催予定月を
絞り込んで検索することもできます

日程選択サイトに遷移します

予約可能な試験が一覧で表示されます予約可能な試験が一覧で表示されます ＋ボタンをクリックすると
会場情報等の詳細が確認できます
＋ボタンをクリックすると

会場情報等の詳細が確認できます

実地試験（集合試験方式）
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⑨予約したい試験のチェックボックス
にチェックを入れてください

⑨予約したい試験のチェックボックス
にチェックを入れてください

⑩左に反映された試験日程を確認の上
「この日程で申込む」をクリックし
てください

⑩左に反映された試験日程を確認の上
「この日程で申込む」をクリックし
てください

選択した試験が画面下部に
反映されます

選択した試験が画面下部に
反映されます

実地試験（集合試験方式）
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予約を変更・キャンセルする場合は、本マニュアルp.121をご確認ください。
変更・キャンセルは、受検日の6営業日前まで可能です。

予約が完了すると
この画面に遷移します
予約が完了すると

この画面に遷移します

実地試験（集合試験方式）
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６．受験する

実地試験（集合試験方式）

受検日当日に、受付時間内に予約した会場までお越しください。
なお、受付時間を過ぎると受験いただけませんのでご注意ください。

＜当日の持ち物＞
・写真付きの公的身分証明書等の本人が確認できる書類※
・筆記用具
・屋内試験会場の場合室内履きシューズ

※認められる本人確認書類
＜1点で確認可能なもの＞
・運転免許証（公安委員会発行のものに限る）
・パスポート
・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付のものに限る）
・在留カード、特別永住者証明書（外国人登録証を含む）
・住民基本台帳カード（平成27年12月で発行終了）
・個人番号カード（マイナンバーカード）
・身体障害者手帳（顔写真付きに限る）

＜2点の組み合わせで確認可能なもの＞
・社員証 + 健康保険証
・学生証 + 健康保険証
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７．受験結果を確認する

実地試験（集合試験方式）

申込みから7営業日以内に通知がない場合は、以下の問合せ先にお問い合わ
せください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

①受験結果がでると
「身体検査に関する登録情報変更
のお知らせ」が届きます

①受験結果がでると
「身体検査に関する登録情報変更
のお知らせ」が届きます

②記載されているURLをクリック
してください

②記載されているURLをクリック
してください
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③「申込み内容確認」をクリック
してください

③「申込み内容確認」をクリック
してください

実地試験（集合試験方式）
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合否結果が確認できます。合否結果が確認できます。

実地試験（集合試験方式）
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１．試験申込システムにログインする

【出張試験方式で受験する場合】

実地試験（出張試験方式）

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

②「ログイン」をクリックし
てください

②「ログイン」をクリックし
てください
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２．試験一覧から「【実地試験】」を選択する

実地試験（出張試験方式）

①「試験を探す」をクリック
してください

①「試験を探す」をクリック
してください
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実地試験（出張試験方式）

「出張」と試験名に入力して
「検索する」をクリックすると
試験が探しやすくなります

「出張」と試験名に入力して
「検索する」をクリックすると
試験が探しやすくなります

②申込む試験をクリックして
ください

②申込む試験をクリックして
ください
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実地試験（出張試験方式）

３．調整を申込む

①詳細を確認してください①詳細を確認してください
【注意】

出張試験の調整を申込みする場合は
以下の情報を事前にご用意ください

・使用機体
・試験場所
・希望日時
・受験者数

【注意】
出張試験の調整を申込みする場合は
以下の情報を事前にご用意ください

・使用機体
・試験場所
・希望日時
・受験者数

②「申込み」をクリック
してください

②「申込み」をクリック
してください
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実地試験（出張試験方式）

③調整の為平日昼間に連
絡をとれる電話番号を
記載してください

③調整の為平日昼間に連
絡をとれる電話番号を
記載してください

⑤「次へ進む」を
クリックしてください

⑤「次へ進む」を
クリックしてください

④利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

④利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください
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実地試験（出張試験方式）

⑥内容を確認してください⑥内容を確認してください

⑦「上記の内容で申し込む」
をクリックしてください

⑦「上記の内容で申し込む」
をクリックしてください
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実地試験（出張試験方式）

申込み完了後、指定試験機関から調整のご連絡をいたしますので、連絡が
くるまでお待ちください。

申込みから7営業日以内に調整の連絡がない場合は、以下の問合せ先にお問
い合わせください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）
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１．試験申込システムにログインする

【登録講習機関で実地講習を修了した場合】

実地試験（講習を受講）

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

①登録したメールアドレスと
パスワードを入力してくだ
さい

②「ログイン」をクリックし
てください

②「ログイン」をクリックし
てください



p.91

２.「【実地試験】講習修了証明書の提出」を選択する

実地試験（講習を受講）

①「試験を探す」をクリック
してください

①「試験を探す」をクリック
してください
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「講習」と試験名に入力の上
「検索する」をクリックすると

探しやすくなります

「講習」と試験名に入力の上
「検索する」をクリックすると

探しやすくなります

②免除申込みを行う機体の種類
をクリックしてください

②免除申込みを行う機体の種類
をクリックしてください

実地試験（講習を受講）
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３．申込む

実地試験（講習を受講）

①詳細を確認してください①詳細を確認してください

②「申込み」をクリック
してください

②「申込み」をクリック
してください
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実地試験（講習を受講）

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認

③DIPSの情報と一致し
ていることを確認
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実地試験（講習を受講）

④免除したい実地試験の種類
を選択してください

④免除したい実地試験の種類
を選択してください

⑤講習修了証明書のPDF
を添付してください

⑤講習修了証明書のPDF
を添付してください

⑦「次へ進む」を
クリックしてください

⑦「次へ進む」を
クリックしてください

⑥利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

⑥利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください
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実地試験（講習を受講）

⑧内容を確認してください⑧内容を確認してください

⑨正しいファイルが添付されて
いることを確認してください

⑨正しいファイルが添付されて
いることを確認してください

⑩「上記内容で申し込む」
をクリックしてください

⑩「上記内容で申し込む」
をクリックしてください
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実地試験（講習を受講）
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４．申込結果を確認する

実地試験（講習を受講）

申込みから7営業日以内に通知がない場合は、以下の問合せ先にお問い合わ
せください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

②記載されているURLをクリック
してください

②記載されているURLをクリック
してください

①受験結果がでると「講習修了証明書
の提出（免除申込み）に関する登録
情報変更のお知らせ」が届きます

①受験結果がでると「講習修了証明書
の提出（免除申込み）に関する登録
情報変更のお知らせ」が届きます
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実地試験（講習を受講）

確認完了の場合は４－１へ ・・・・・p.100

再提出が必要な場合は４－２へ ・・・・・p.101
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実地試験（講習を受講）
【４－１ 確認完了の場合】

確認状況が「確認完了」になります確認状況が「確認完了」になります
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実地試験（講習を受講）

【４－２ 再提出が必要な場合】

①「変更」をクリックしてください①「変更」をクリックしてください

再提出が必要な場合は
「再提出依頼」と記載されています
再提出が必要な場合は
「再提出依頼」と記載されています

指定試験機関からの連絡に
メッセージが入力されているので
ご確認ください

指定試験機関からの連絡に
メッセージが入力されているので
ご確認ください
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②正しい情報に修正してください②正しい情報に修正してください

③正しいファイルを添付
してください

③正しいファイルを添付
してください

⑤「確認画面へ」を
クリックしてください

⑤「確認画面へ」を
クリックしてください

④利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

④利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

実地試験（講習を受講）
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⑥内容を確認してください⑥内容を確認してください

⑦「保存する」をクリック
してください

⑦「保存する」をクリック
してください

実地試験（講習を受講）
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変更から7営業日以内に結果通知がない場合は、以下の問合せ先にお問い合
わせください。

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

実地試験（講習を受講）
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試験合格証明書の発行

＜目次＞
１．試験申込システムにログインする
２．試験一覧から「【試験合格証明書の発行】」を選択する
３．申込む
４．申込結果を確認する

編集中のため確定次第公表します
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支払い手続き

１．支払い方法を選択する

①「申込履歴」をクリックし
てください

①「申込履歴」をクリックし
てください
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支払い手続き

②支払いたい試験をクリック
してください

②支払いたい試験をクリック
してください

支払いステータスが
「未払い」となっている
試験が支払い可能です。

支払いステータスが
「未払い」となっている
試験が支払い可能です。



p.108

支払い手続き

③手数料や内容を確認
してください

③手数料や内容を確認
してください

④「支払う」をクリック
してください

④「支払う」をクリック
してください
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支払い手続き

⑤「お支払いはこちらへ」
をクリックしてください

⑤「お支払いはこちらへ」
をクリックしてください
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クレジットカード支払いの場合は２－１へ ・・・p.111

コンビニ支払いの場合は２－２へ ・・・p.113

銀行振込（バーチャル口座）の場合は２－３へ・・・p.120

支払い手続き

⑥支払い方法をプルダウン
から選択してください

⑥支払い方法をプルダウン
から選択してください
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【２－１ クレジットカード支払いの場合】

支払い手続き

①クレジットカード情報を
入力してください

①クレジットカード情報を
入力してください

②「次へ」をクリック
してください

②「次へ」をクリック
してください
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支払い手続き

③入力内容を確認して
ください

③入力内容を確認して
ください

④「確定」をクリック
してください

④「確定」をクリック
してください



p.113

【２－２ コンビニ支払いの場合】

支払い手続き

①情報を入力して
ください

①情報を入力して
ください

【注意】
入力したメールアドレスに決済
情報が届くため、入力する

ことを推奨します

【注意】
入力したメールアドレスに決済
情報が届くため、入力する

ことを推奨します

②「次へ」をクリック
してください

②「次へ」をクリック
してください
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支払い手続き

③入力内容を確認して
ください

③入力内容を確認して
ください

④「確定」をクリック
してください

④「確定」をクリック
してください

⑤お支払い期限までに
お支払いください

⑤お支払い期限までに
お支払いください
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【２－３ 銀行振込（バーチャル口座）の場合】

＜注意＞

※振込先情報の画面は一度限りの表示となります。必ず表示画面のスク
リーンショットや印刷をして保存してください。画面を閉じたり、「サイ
トに戻る」ボタンを押すと再表示はできませんのでご注意ください。

※銀行振込のバーチャル口座は、支払い手続き中の試験及び受験者の為の
限定口座です。他の試験の支払いと合算せず、必ず表示されている合計金
額のみを振り込んでください。

支払い手続き

①「確定」をクリック
してください

①「確定」をクリック
してください
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支払い手続き

②振込期限までにお振込み
ください

②振込期限までにお振込み
ください

【注意】
振込先情報は

一度限りの表示となります

必ず保存してください

【注意】
振込先情報は

一度限りの表示となります

必ず保存してください
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身体検査(会場)・実地試験(集合)の予約の変更・キャンセル

＜注意事項＞
身体検査（会場）と実地試験（集合試験方式）の予約の変更・
キャンセルは試験日から6営業日前まで可能です。

6営業日を過ぎると、予約の変更は一切できませんのでご注意くだ
さい。

②「受験予定」をクリックし
てください

②「受験予定」をクリックし
てください

①試験申込システムにログイ
ンしてください

①試験申込システムにログイ
ンしてください
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③予約の変更・キャンセルをしたい
試験を選択してください

③予約の変更・キャンセルをしたい
試験を選択してください

身体検査(会場)・実地試験(集合)の予約の変更・キャンセル

⑤「受験」をクリックし
てください
⑤「受験」をクリックし
てください

④「受験」タブをクリック
してください

④「受験」タブをクリック
してください



p.119

⑥注意事項を確認して
チェックしてください
⑥注意事項を確認して
チェックしてください

⑥「視聴する」をクリック
してください

⑥「視聴する」をクリック
してください

⑥「日程調整サイトはこちら」
のURLをクリックしてください

⑥「日程調整サイトはこちら」
のURLをクリックしてください⑦URLをクリックし
てください

⑦URLをクリックし
てください

身体検査(会場)・実地試験(集合)の予約の変更・キャンセル
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⑧アクセス許可を「承諾」
してください

⑧アクセス許可を「承諾」
してください

身体検査(会場)・実地試験(集合)の予約の変更・キャンセル
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日程選択サイトに遷移します

身体検査(会場)・実地試験(集合)の予約の変更・キャンセル

予約済みの試験に
チェックが入った状態になっています

予約済みの試験に
チェックが入った状態になっています

予約済みの試験は
こちらにも表示されます
予約済みの試験は

こちらにも表示されます
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⑨予約をキャンセル・変更する試験
のチェックを外してください

⑨予約をキャンセル・変更する試験
のチェックを外してください

チェックを外すと選択している日程が
0件になります

チェックを外すと選択している日程が
0件になります

身体検査(会場)・実地試験(集合)の予約の変更・キャンセル
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【予約を変更する場合】

①新しく予約を取得したい試験の
チェックボックスにチェックを
入れてください

①新しく予約を取得したい試験の
チェックボックスにチェックを
入れてください

②左に反映された試験日程を確認の上
「この日程で申込む」をクリックし
てください

②左に反映された試験日程を確認の上
「この日程で申込む」をクリックし
てください

選択した試験が画面下部に
反映されます

選択した試験が画面下部に
反映されます

【予約をキャンセルする場合】

身体検査(会場)・実地試験(集合)の予約の変更・キャンセル

チェックを外すと選択している日程が
0件になります

チェックを外すと選択している日程が
0件になります

①選択している日程が0件の状態で
「この日程で申込む」をクリックし
てください

①選択している日程が0件の状態で
「この日程で申込む」をクリックし
てください
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本人情報の変更

＜目次＞
１．登録情報を変更する ・・・p.125
２．【本人情報の変更】に申込む ・・・p.127

＜注意事項＞
氏名、メールアドレス、電話番号に変更があった場合は、DIPSの
情報を変更した上で、本システムの情報を変更してください。
またその場合は、【本人情報の変更】に申込む必要がございます。
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１．登録情報を変更する

①「こんにちは、××さんに」カーソル
をかざすと表示される「マイアカウン
ト情報」をクリックしてください。

①「こんにちは、××さんに」カーソル
をかざすと表示される「マイアカウン
ト情報」をクリックしてください。

本人情報の変更
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②変更したい情報の「変更」ボタンをク
リックしてください

②変更したい情報の「変更」ボタンをク
リックしてください

本人情報の変更
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２．【本人情報の変更】に申込む

①「試験を探す」をクリック
してください

①「試験を探す」をクリック
してください

本人情報の変更
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②「本人情報の変更」をクリック
してください

②「本人情報の変更」をクリック
してください

③詳細を確認してください③詳細を確認してください

④「申込み」をクリック
してください

④「申込み」をクリック
してください

本人情報の変更
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⑤DIPSの情報と一致し
ていることを確認

⑤DIPSの情報と一致し
ていることを確認

⑥変更した情報を選択
してください

⑥変更した情報を選択
してください

⑦利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

⑦利用規約及び個人情報
保護方針の同意確認で
すので、内容確認して
チェックしてください

⑧次へ進むをクリック
してください

⑧次へ進むをクリック
してください

本人情報の変更
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⑨内容を確認してください⑨内容を確認してください

⑩上記の内容で申し込むを
クリックしてください

⑩上記の内容で申し込むを
クリックしてください

本人情報の変更
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本人情報の変更
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①「こんにちは、××さんに」カーソル
をかざすと表示される「マイアカウン
ト」をクリックしてください。

①「こんにちは、××さんに」カーソル
をかざすと表示される「マイアカウン
ト」をクリックしてください。

領収書の発行
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領収書の発行

②「お支払い確認」をクリック
してください

②「お支払い確認」をクリック
してください
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領収書の発行

③「ダウンロード」をクリック
してください

③「ダウンロード」をクリック
してください

＜注意＞
※領収書の発行は1回のみです
※宛名、但書きは変更できません
※領収書の日付を変更することはできません



一般財団法人日本海事協会

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験機関ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00-17:00（土日祝日及び年末年始は除く）


