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メンテナンスなどの理由でサービスを停止させて頂く場合がございますので、
予めご了承ください。メンテナンス日時はログインページ上で通知されます。

▶️ ログイン画面（https://www.gaitexam.com）にアクセスし、

メールアドレスとパスワードを入力してログインします。

こちらより
ログインしてください。

団体受験の方は、
管理者様にて
アカウント登録を
行うため、
アカウントの新規
作成を行いません。

こちらのボタンを
クリックしないよう
ご注意下さい。

https://www.gaitexam.com/
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▶️ 初めてログインすると、パスワードの変更画面が表示されます。

▶️ 初期パスワードを使用して、新しいパスワードを設定してください。

団体受験の場合、初期パスワードは団体管理者より通知されます。
入力した新しいパスワードは忘れないようにしてください。

生年月日の登録設定がない場合に限り、
表示されますので、ご入力ください。
（入力がないとログイン出来ません。）



▶️ 登録したアカウント情報を編集するには、

メニューの「アカウント設定」をクリックします。
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▶️ 登録されている内容が表示されます。編集するには、

「登録内容を変更する」をクリックします。
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▶️ アカウント編集画面です。必要箇所を編集したら「入力内容を保存する」

をクリックして、更新内容を保存します。
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E-mailアドレスは大文字小文字が
混在しないものをご使用ください。
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▶️ GAITを受験するときの推奨環境は以下の通りです。

ブラウザ：GoogleChrome最新版

Mozilla Firefox最新版

Safari最新版

Microsoft InternetExplorer最新版

MicrosoftEdge最新版

画面解像度：1024x768以上

接続回線 ：1Mbps以上の安定した回線

その他 ：・使用するブラウザにかかわらず、

JavascriptとCookieを有効にしてください。

・本試験はポップアップウィンドウにて行われます。

ポップアップブロックを設定している場合は

解除してください。
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▶️ 試験を受ける前に必ずチュートリアルを受けて試験環境を確認してください。

▶️ チュートリアルを開始するには、ログイン画面の「受験を試してみる」を

クリックします。
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▶️ 「試験を開始する」をクリックすると、チュートリアルが開始します。

チュートリアルの画面は実際の試験画面と同じです。

▶️ チュートリアルが終了したら「閉じる」をクリックします。
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▶️ 試験を開始するには、メニューの「受験する」をクリックします。
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▶️ 受験する試験を確認して「開始する」をクリックします。
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団体受験者
※個人でお申込みいただいた場合
は、p.16,17をご確認ください。



▶️ 受験する試験を確認して「認証コード送信」をクリックします。
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個人受験者



▶️ メールで受信した「認証コード」を入力し「開始する」をクリック
します。
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個人受験者



▶️ 次に 受験する言語を選択し、「次に進む」をクリックします。
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▶️ 受験規約に同意いただけたら「利用規約に同意する」にチェックを入れ、

「次に進む」をクリックします。同意いただけない場合は受験することが

できません。
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▶️ 試験内容を確認し、「受験を開始する」をクリックします。
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▶️ 試験前アンケートにご回答ください。
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▶️ アンケートが終了したら「次に進む」をクリックします。
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▶️ 試験前アンケートの回答が終了すると、画面が切替わります。

▶️「試験を開始する」をクリックすると、試験が開始します。
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こちらのボタンを

クリックして

試験を終了します。

次の問題に移ります。

すべての問題を一覧で確認します。

解答できる「残り時間」が表示されます。
残り時間が0(ゼロ)になると自動的に採点されます。

前の問題に戻ります。

問題にチェック（★マーク）
をつければ、後で解答を
見直すことができます。

▶️ 試験実施中の画面です。
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一度試験を終了すると

再受験はできません。

（一時中断の機能は

ありません）

ご注意ください。



▶️ 試験画面で「すべての問題を確認する」を

クリックしたときに、表示される画面です。

問題の番号をクリックすると、

選択した問題の解答画面に移動し

「解答」を続けることができます。

※チェックした問題には
★マーク（星印）が表示されます。

こちらのボタンをクリックして
試験を終了します。

解答を中断した場合は、 こ
ちらをクリックして

解答中の問題に戻ります。
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▶️ 試験を終了するには、「試験を終了する」をクリックします。
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▶️ 解答状況の確認画面が表示されます。問題の解答画面に戻って解答
を続けることもできます。

▶️ 試験を終了するには、再度「試験を終了する」をクリックします。

問題の番号をクリックすると、

選択した問題の解答画面に移動し、

「解答」を続けることができます。

※チェックした問題には
★マーク（星印）が表示されます。
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▶️ これで試験は終了です。

▶️ 「閉じる」をクリックすると、受験結果が表示されます。

お疲れさまです。試験を終了しました。
「閉じる」をクリックしてください。試験結果が表示されます。
※試験結果が表示されない場合は、受験履歴画面から受験結果を参照することができます。
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▶️ 受験結果が表示されます。

全体スコア

得点率グラフ
※受験期間が終わるまで

団体平均は表示されません

フィールド / カテゴリ

受験詳細

得点率
※受験期間が終わるまで

団体平均は表示されません

スキルマーク
※ スコアに応じて表示されます

990～700 GAIT Online Program – Gold  

699～480 GAIT Online Program – Silver  

300～479 GAIT Online Program – Bronze

299 未満 スキルマークなし
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▶️ 過去の受験履歴を確認するには、メニューの「受験履歴を見る」を
クリックします。
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▶️ 受験履歴一覧の画面です。

▶️ 受験結果の詳細を確認するには、「詳細」をクリックします。

他のアカウントをお持ちですか？

※他アカウントの受験履歴を並べて

表示させるには、メールアドレスと

パスワードを入力して「表示内容を

更新する」をクリックします。
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▶️ 受験結果の詳細が表示されます。
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▶️ スコアレポートを発行するには、メニューの「受験履歴を見る」を
クリックします。
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▶️ 受験履歴一覧の画面です。

▶️ 受験結果のスコアレポートを発行するには、「詳細」をクリック

します。
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▶️ 画面下部の「スコアレポート発行状況」からステータスが「発行済」

またダウンロード期限が有効であることを確認します。

▶️ 「スコアレポートダウンロード」をクリックしてダウンロードします。
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▶️ 前回ログインした時の日時が表示されます。
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こちらに前回の
ログイン日時が
表示されます。



▶️ご不明な点がございましたら

GAIT事務局までご連絡ください。

gait@jtp.co.jp
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（平日9:30 - 17:00）


