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CompTIA アカウント 操作マニュアル 

（SSO 移行後） 

受験情報、資格情報やトレーニングプロダクト情報を 1 度のサインインに統合し、CompTIA アカウントで

管理するため、シングルサインオン（SSO）に移行しています。このプロセスは、米国時間の 2021 年 12

月 6 日より開始され、最初の統合として、ピアソン VUE のアカウントと CompTIA 受験者オンラインサー

ビスのアカウント（認定アカウント）の移行が実施されます。2022 年 4 月下旬からは、次のプロセスとして

CompTIA ラーニングプロダクトの SSO への移行が実施されます。 

 

 
 

 

※本利用マニュアルに掲載されている画面等につきましては、予告なく変更されている場合がございま

す。予めご了承ください。 
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CompTIA アカウント サインイン URL 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja 
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サインイン（CompTIA アカウントをお持ちの方） 

以下の方は、CompTIA アカウントをすでにお持ちの方です。ピアソン VUE やラーニングプロダクトにアクセ

スしているパスワードはリセットされるため、新しくパスワードを設定する必要があります。 

 

・ CompTIA 認定資格試験を受験したことがある 

・ CompTIA のラーニングプロダクトを使用したことがある 

CompTIA アカウントをすでにお持ちかどうかわからない場合は、「パスワードのリセット」オプションを使って、

ご自身のメールアドレスがアカウントに紐づけられているか確認することをお勧めします。CompTIA アカウン

トをお持ちで、そのメールにアクセスがない場合は、新しいアカウントを作成せずに、ヘルプリクエストを送信し

てください。登録のメールアドレスをアップデートいたします。 

 

1. 以下 URL にアクセスします。 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja 

2. 下記画面の「パスワードのリセット」をクリックします。 

 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
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3. E メールアドレスを入力し、「コードの送信」をクリックします。 

※メールが送られない場合は、迷惑メールを確認してください。携帯等キャリアメールの受信設定を行っ

ている方は、あらかじめドメイン指定解除を行ってください。 

 

4. donotreply@auth.comptia.org から 「CompTIA Account Email Verification」という件名 

の E メールが届きます。 

E メールに届いたコードを入力し、「コードの確認」をクリックします。 
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5. コードが確認されると、「作成」ボタンがクリック出来るようになるので、クリックします。 

 

6. パスワード条件に則り、パスワードを入力します。入力が完了したら、「作成」をクリックします。 

 



 

ページ | 6  

 

7. サインインできました！ご利用内容に応じてメニューを選択してください。 
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サインイン 新規登録（CompTIA アカウントをお持ちでない方） 
以下の方は、CompTIA アカウントをすでにお持ちの方です。ピアソン VUE やラーニングプロダクトにアクセ

スしているパスワードはリセットされるため、新しくパスワードを設定する必要があります。 

 

・ CompTIA 認定資格試験を受験したことがある 

・ CompTIA のラーニングプロダクトを使用したことがある 

CompTIA アカウントをすでにお持ちかどうかわからない場合は、「パスワードのリセット」オプションを使って、

ご自身のメールアドレスがアカウントに紐づけられているか確認することをお勧めします。CompTIA アカウン

トをお持ちで、そのメールにアクセスがない場合は、新しいアカウントを作成せずに、ヘルプリクエストを送信し

てください。登録のメールアドレスをアップデートいたします。 

 

1. 以下 URL にアクセスします。 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja 

2. 下記画面の「今すぐサインアップ」をクリックします。 

 

 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
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3. E メールアドレスを入力し、「Send verification code」をクリックします。 

※メールが送られない場合は、迷惑メールを確認してください。携帯等キャリアメールの受信設
定を行っている方は、あらかじめドメイン指定解除を行ってください。 
 
※個人用メールアドレスは、変更する可能性が低いものを使用することをお勧めします。 

 

4. donotreply@auth.comptia.org から 「CompTIA Account Email Verification」という件名 

の E メールが届きます。  

 

 

E メールに届いたコードを入力し、「Verify code」をクリックします。 
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5. コードが確認されると、「作成」ボタンがクリック出来るようになるので、クリックします。 

 

 
6. 名字・名前（ローマ字）、パスワードをパスワード条件に則り、入力します。 

「CompTIA のプライバシーポリシーおよび利用規約に同意します」にチェックを入れ、「作成」をクリック 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローマ字で入力します。試験の

チェックイン時に提示する ID に

記載されている実名を入力し

てください。 
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7. サインアップできました！ご利用内容に応じてメニューを選択してください。※新規アカウントのため一

部表示されないページもございます。 
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プロフィールの確認/更新 

1. 登録情報を変更する場合は、サインイン後に右上のイニシャルボタンより「マイプロフィール」を選択しま

す。 

 

2. 編集マーク（鉛筆マーク）をクリックして、ご住所をご確認（必要に応じて修正）の上、「保存」をク

リックします。プロフィールの内容は同様の手順でいつでも変更が可能です。 
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認定証の発送手続き 
認定資格試験の合格後、認定証発送のため住所をご確認いただく必要があります。下記の手順にてご住

所を確認いただき、認定証発行の手続きを進めてください。 

 

1. サインイン後、発送待ちの認定証がある場合、以下のようなアラートが上部に表示されます。「住所を

確認する」をクリックします。 

 

住所の確認は、右上のイニシャルボタンより「マイプロフィール」からも実施できます。 

 

2. 登録住所に修正がある場合は、鉛筆マークをクリックして、ローマ字で入力します。 

*マークは入力必須項目となります。 
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最後にプライバシーポリシーに関する記載事項にチェックを入れ、「保存」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで完了です。ホーム画面の「資格の管理」より、管理サイトに移動後「Fulfillment」メニューから発送

状況をご確認いただけます。 

コード欄には日本の国番号+81 を入

力します。電話番号欄には頭の 0 を

除いた番号を入力してください。 

例（携帯電話番号の場合）： 

080-xxxx-xxxx→80-xxxx-xxxx 

ローマ字で入力してください 

 

記入例 

 

住所 1：Suidobashi MS Bldg. 7 

住所 2: 3-4-9 Kanda Misaki-cho 

町：Chiyoda-ku 

都道府県：Tokyo 

 

※登録住所が勤務先である場合は 

会社名も入力してください。 
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CompTIA アカウント作成時の注意点 

■登録氏名について 

アカウント作成の際、登録の氏名は、漢字表記ではなくローマ字でご入力いただけますようお願い申し上

げます。 

ローマ字で登録をいただいたにも関わらず、漢字で表記がされる場合には、ブラウザの翻訳機能がオンに

なっている場合が多くあります。ブラウザの翻訳機能をオフにしてご確認をお願いいたします。 

漢字で登録をされた場合、そのままでは受験予約に進めないため、CompTIA にて修正を行います。

CompTIA 日本支局 info_jp@comptia.org までご連絡をお願いいたします。 

 

■Varification code が送られてこない場合 

メールアドレス認証のための Varification code が入ったメールは、送信ボタンクリック後、すぐに指定の

メールアドレスに送られます。メールが送信されてこない場合、再度ボタンをクリックしご確認ください。 

携帯電話会社のメール（キャリアメール）で登録をされた場合に、メールが送信されてこない場合には、ド

メイン制限がされている可能性があります。「comptia.org」からのメールを受信できるように設定をいただ

けますようお願い申し上げます。もしくは、PC メールなどのご利用可能な別のメールアドレスをお持ちの場合

には、こちらのメールアドレスで新たにご登録いただくことをお勧めします。  

mailto:info_jp@comptia.org
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「資格の管理」 - 受験履歴等の確認（History） 
※CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「資格の管理」から、管理サイト
（Certmetrics）に移動します。 
 
History メニューからは、（1）受験履歴、（2）CE プログラム費用の支払い履歴、CE プログラム倫理
ポリシー同意履歴（3）が確認いただけます。※2、3 については、認定資格の更新をされている場合にの
み表示されます。また、CE プログラムに関連するサブメニューについては、CompTIA 日本支局ウェブサイト
にある「CE プログラムユーザーガイド」をご参照ください。 
 

 
（1）Exam - 受験履歴の見方 
 

Code 受験した認定資格の試験番号 

Exam 受験した認定資格の名称 

Registration number 登録番号 

Grade 合否 

Date 受験日 

 
（2）Program Fees - CEプログラム費用の支払い日が確認できます。 
（3）Continuing Education Code of Ethics Agreement - CEプログラム倫理ポリシーに同意
された日とその有効期限が確認できます。 
 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
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「資格の管理」 - 資格のステータス・ロゴ/認定証 PDF のダウンロード（Certification） 
※CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「資格の管理」から、管理サイト
（Certmetrics）に移動します。 
 
資格のステータスについて 
Certificationsメニューから、受験した認定資格のステータスが確認いただけます。 
 

 
Active Certifications/Certificates – 認定資格のステータスの見方 
 

Name 取得した認定資格 

Started 受験日 

CE Requirements Met 認定日 ※2試験で構成される認定資格を除き、受験日と認定日
は同じになります 

Expiration 有効期限日 ※n/aは有効期限のない生涯認定 

Downloads ダウンロード可能な場合ここに表示されます 

 
各種ダウンロードについて 
右側の Downloadsより、認定ロゴ/認定証 PDFがダウンロードいただけます。※失効している
認定資格には、この Downloadsの項目は表示されません。 

  

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
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認定ロゴのダウンロード 
 
Logoをクリックすると、ロゴ使用に関する同意書ページが表示されます。I agreeをクリッ
ク。利用できる認定ロゴをクリックして、保存先を指定するとダウンロードが始まります。 
 
日本語で確認する場合はこちら  
https://www.comptia.jp/pdf/2016-cert-logo-usage-candidate-jp.pdf 
 

 
認定証 PDFのダウンロード 
 
PDF Certificateをクリックして、保存先を指定するとダウンロードが始まります。 
 
認定証に表記される情報 
・氏名 
・認定資格名称 
・CompTIA ID 
・認定日 
・有効期限日 
・Verification Code 
 
認定証 PDFの左下に表示される 
Verification Code（認定コード）を使って、第三者にこの認定に対する取得証明を行うことが
できます。Codeの下にある URL先で、Codeを入力して Submitをクリックすると、認定日と
ともに、認定資格が有効であること（Active）が表示されます。紙の認定証にはこの記載はされ
ません。 

 
 

  

https://www.comptia.jp/pdf/2016-cert-logo-usage-candidate-jp.pdf
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「資格の管理」 - Stackable 認定証（Stackable Certifications） 
※CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「資格の管理」から、管理サイト
（Certmetrics）に移動します。 
 
Stackable Certificationsメニューからは、スタッカブル認定資格のステータスが確認いただけ
ます。スタッカブル認定資格の認定ロゴ、PDF認定証がダウンロードいただけます。※有効期
限をむかえ失効しているスタッカブル認定資格には、この Downloadsの項目は表示されませ
ん。 

 

 
複数の CompTIA認定資格を取得すると付与されるスタッカブル認定資格は、ITキャリアの向
上に必要な知識とスキルを有していることを証明します。 
 
Stackable Certificationsの詳細については、CompTIA日本支局ウェブサイトよりご確認くだ
さい。 
https://www.comptia.jp/certif/comptia_stackable_certification/ 
  

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
https://www.comptia.jp/certif/comptia_stackable_certification/
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「資格の管理」 - CE 継続教育プログラム（Continuing Education） 
※CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「資格の管理」から、管理サイト
（Certmetrics）に移動します。 
 
Continuing Educationメニューからは、CEプログラムで必要な作業が実施いただけます。 
 
CEプログラムのメニューについては、CompTIA日本支局ウェブサイトにある「CEプログラム
ユーザーガイド」をご参照ください。https://www.comptia.jp/customer_support/recert/ 

 
 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
https://www.comptia.jp/customer_support/recert/


 

ページ | 20  

 

「資格の管理」 - 認定証発送のステータス・再発行申請（Fulfillment） 
※CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「資格の管理」から、管理サイト
（Certmetrics）に移動します。 
 
認定証配送の進捗状況について、Fulfillmentメニューよりご確認いただくことをお勧めいたし
ます。住所確認を実施していただいた後、Sent to Fulfillment（印刷工程）ステータスに日付が
入るまで１週間ほどのお時間を要する場合がございます。米国本部からの発送が完了しますと
Shipped（発送済）が記載されます。 

認定証配送のステータスについて 
Fulfillmentメニューより、認定証配送のステータスが確認いただけます。 

 

 
Fulfillment history – 配送ステータスの見方 
 
 

Name 取得した認定資格 

Verification code Verification Code（認定コード） ※Certificationsの章を参照 

Queued 発送待ちになっている日付が入ります 

Sent to Fulfillment 印刷工程に移った日付が入ります  
※住所確認が実施された後、約 1週間でここに日付が入ります 

Complete 発送日が入ります ※発送予定日が入る場合もあります 

Status Shipped（発送済） 

n/a それぞれの段階に入っていません 
 
認定証は、米国からの定期便配送のため、お届けまで最大 8週間の期間を要します。Complete
の日付から、8週間以上経過しているにも関わらず未着の場合は、郵送事故の可能性もございま
すので、CompTIA日本支局までご連絡ください。Completeの日付より 90日以上経過してい
る場合の再発行は有料となる場合がございます。認定証到着までの間は、認定証の PDFをご利
用ください。 
 

  

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
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再発行申請について 
 
初回配送以降の認定証については、有償で申請することができます。認定証・認定カードが
セットで、1部 15ドルです。（CompTIA IT Fundamentals, CompTIA Cloud Essentialsな
ど一部の科目は、認定カードが含まれず、１部 12ドルとなります。） 
配信終了となっている認定資格、配信終了予定のある認定資格については、認定証の再発行が
できない場合があります。また、生涯認定バージョンの認定証については、再発行のご提供を
終了しております。認定証 PDFをご利用ください。 
 
1. Order Replacement Certificateをクリック 

 
2. 送付先となる住所を確認のうえ、Nextをクリック 
訂正がある場合は、click hereより修正を行ってください。 
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3. 申請される認定証にチェックを入れ、「Next」をクリック 
 

 
 
4. PayPalのウェブサイトより支払いを完了します。PayPalアカウントをお持ちの方はロ
グインより、新規の方は「クレジットカードまたはデビットカードで支払う」より実施して
ください。 
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「資格の管理」 - 認定資格証明の第三者への転送（Transcripts） 
※CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「資格の管理」から、管理サイト
（Certmetrics）に移動します。 
 
Transcriptsメニューから、第三者に認定に対する取得証明を行うことができます。 
 
1. Create new transcriptをクリックして、新しい証明書（トランスクリプト）を作ります 
 

 
2. 各項目を確認のうえ、Submitをクリック 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
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Transcript Detail – 証明書（トランスクリプト）の詳細の見方 
 
 

Disabled チェックを入れるとこの証明は無効になります 

Display Mode 表示モードの選択： ノーマル/デジタルバッジ 

Display certs チェックを入れると認定資格が表示されます 

If displaying certs, 
show cert dates 

チェックを入れると取得日が表示されます 

Display Stackable 
Certifications 

チェックを入れるとスタッカブル認定資格が表示されます（取得
されている場合） 

Show mailing address 登録住所の表示の選択：  
None（表示しない）/Mailing address（登録住所）/Otherその
他 

Can be viewed until この証明書に対する開示期限の設定 

Description メモ（相手には表示されません） 

Remarks メモ（相手に表示されます） 
 
 
Certifications to display in transcript – 証明書（トランスクリプト）に表示する資格 
証明書に表示する認定資格をここで選びます 
 
3. 証明書（トランスクリプト）が作られました。Shareより、共有方法を選択します。 
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「資格の管理」 - デジタルバッジ（Digital Badges） 
※CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「資格の管理」から、管理サイト
（Certmetrics）に移動します。 
 
Digital Badges のメニューからは、デジタルバッジがご利用いただけます 
 
デジタルバッジは、ソーシャルメディアのプロフィール、電子履歴書、電子メール書目に追加
して、オンラインプラットフォームで提示することができる証明です。ご利用については任意
です。ご利用になられない場合は、Acclaim（アクレーム）アカウントを作成する必要はありま
せん。また、Acclaimアカウントにおけるサポートは、CompTIAではお受けできません。予め
ご了承ください。 
 
CompTIA デジタルバッジについては、CompTIA 日本支局ウェブサイトをご参照ください。 
https://www.comptia.jp/cert_about/digitalbadges/  
 
 
1. 赤字になっている Click here to log into your digital badges をクリック 
 

 
2. Acclaimのサイトが開きますので、Sign in または Create accountより登録を開始しま
す 

  

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
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「試験予約」 - 試験の予約方法 
1．CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「試験予約」から、予約サイト（ピアソン VUE）に
移動します。 

 
2.  登録情報をご確認（必要に応じて修正）の上、「変更を保存」をクリックします。 
 

 
予約手順につきましては、以下よりご確認ください。 
試験の予約・変更・キャンセル方法 // ピアソン VUE (pearsonvue.co.jp) 
 
予約サイトに関するご質問は、ピアソン VUE カスタマーサポートまでお願いいたします。 
お問い合わせ :: ピアソン VUE (pearsonvue.co.jp) 
 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
https://www.pearsonvue.co.jp/Test-takers/Tutorial/schedule.aspx
https://www.pearsonvue.co.jp/Contact-Us.aspx
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「試験の管理」 - 試験予約の確認・スコアレポートの表示 
1．CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「試験の管理」から、予約サイト（ピアソン
VUE）に移動します。 
 

 
 
2．必要操作を行ってください。 ※ここからはピアソン VUE の予約サイトです 
 

 
操作方法につきましては、以下よりご確認ください。 
試験の予約・変更・キャンセル方法 // ピアソン VUE (pearsonvue.co.jp) 
 
予約サイトに関するご質問は、ピアソン VUE カスタマーサポートまでお願いいたします。 
お問い合わせ :: ピアソン VUE (pearsonvue.co.jp) 

  

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
https://www.pearsonvue.co.jp/Test-takers/Tutorial/schedule.aspx
https://www.pearsonvue.co.jp/Contact-Us.aspx
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「トレーニングにアクセス」  
1．CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「トレーニングにアクセス」から、ご利用のある
ラーニングプロダクトのプラットフォームに移動します。 
 
2．必要操作を行ってください。※これ以降は、各トレーニングプロダクトのプラットフォームです 
 

  

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja
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「アクセスキーの登録」  
1．CompTIA アカウントにサインインした後、ホーム画面の「アクセスキーの登録」から、ご利用のあるラー
ニングプロダクトのアクセスキーを登録します。 
 

 
 

https://login.comptia.org/login?ui_locales=ja

