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  １.　ご利用にあたって

(1) 本サービスをご利用いただけるホームページアドレスは https://www.jwtc.jp になります。

(2) 本サービスをご利用いただけるインターネットブラウザは下記のもののみとなります。
    「Microsoft Internet Explorer 9.0以上」 又は 「Mozilla Firefox 44.0.2以上」
    又は 「Google Chrome 48.0.2564.116以上」 又は「Microsoft Edge Chromium版」
　　又、画面サイズは 1024 × 768 ドット以上を推奨します。

(3) 本「データダウンロードサービス」等でのデータ閲覧にはデータの種類により、Acrobat Reader、MS-Excel2000以上
     又はMS-Word97以上が必要となります。

(4) 本サービスは日本語環境を前提としています。海外からの利用の場合、ブラウザでお使いの言語により文字化け
     を起こす場合があります。

(5) 本「オンライン申請サービス」で申請できるのは、「書面審査申請」と「商品名追加申請」です。
     「一般申請」と「類別追加登録申請」は、本サービスでは行えません。
     又、試験協議会が発行する確認試験の成績書（有料）及び登録簿は、書面での送付となります。

詳細については次節以降に記載します。
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  ２.　処理フロー

本サービスにおける主な機能の処理フローを図示します。各処理の詳細については次節以降に記載します。

(P.4)

(P.5,7,9)

(P.12)

(P.13)

(P.16)

(P.33,34,37)

(P.38)

(P.39)

(P.43)

- 2 -

ＶＩＡ登録
インターネット

サービス
システム

(1) ユーザ登録
修正・削除

ユーザ登録・修正・削除の件 メール
パスワード再発行の件 メール

ダウンロードサービス
ご利用開始の件 メール

(2) データダウンロード
(ログイン後)

本メール到着後
処理可能

書面審査申請ご利用開始の件
メール本メール到着後

以降の処理可能

書面での送付（希望者のみ）

書面審査申請受付の件
メール

ユーザ入力 電子メール 書面凡例：

審査後

審査後

登録申請詳細(控)
(添付)

試験依頼書

申請内容修正の件
メール

申請内容を修正

修正
要求時

書面申請・確認試験合格の件
メール

確認試験不合格の件
メール

VIA登録簿

試験
合格時

試験
不合格時

登録申請詳細(控)
(添付)

書面での送付

試験依頼書(控)
(添付)

【確認試験のみの申請】

確認試験合格の件 メール

【書面審査のみの申請】

書面審査合格の件 メール
が、送信されます。

試験成績書

(4)商品名追加申請
(同時申請)

(3)書面審査申請
(ログイン後)

(P.27)



(P.44)

(P.52)

(P.53)

(P.55)
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ＶＩＡ登録
インターネット

サービス
システム

(4)商品名追加申請
(ログイン後)

商品名追加申請：受付の件
メール

登録申請詳細(控)
(添付)

商品名追加申請：内容修正の
件

申請内容を修正

修正
要求時

商品名追加申請：審査合格の件
メール

審査
合格時

登録申請詳細(控)
(添付)

VIA登録簿
書面での送付



  ３.　ユーザ登録

本「データダウンロードサービス」「オンライン申請サービス」を、ご利用いただくには、最初にユーザ登録が必要となります。
下記手順にてユーザ登録してください。

(1) http://www.jwtc.jp にアクセスします。
     トップページの「はじめてご利用される方はこちら」を選択します。

「初めてご利用される方はこちら」を選択すると
「何がダウンロードできるか」
「ご利用について」
「ご利用規約」
「個人情報の扱い」
へと画面が移ります。
各画面をご確認の上、お進みください。

(2) ご希望のユーザID、パスワード及びユーザ情報を入力し登録します。
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(3) (2)でユーザ登録完了後、ログイン画面に移ります。
     ユーザID、パスワードを入力し、ログインしてください。

(4) インターネット利用サービスのメニューが表示されれば、ＯＫです。
     ユーザ登録直後では、まだ、「ユーザ情報修正」しか利用できません(他のボタンはクリック（押下）できません)。

ログアウトしてください

(5) 登録いただいたユーザ登録情報は、別途電子メールにて送信されます。

ユーザID、パスワードの控えとなりますので、
保存してください。
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  ４.　パスワード再発行

登録したユーザIDのパスワードを忘れた場合、下記のようにパスワード再発行のメールを受け取る事ができます。

(1) http://www.jwtc.jp にアクセスします。
     トップページの「ログイン」を選択します。

(2) 「パスワード再発行」をクリックします。
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(3) ユーザIDを入力し送信下さい。

ユーザID自体をお忘れの場合は
巻末「お問い合わせ先」に
お問い合わせください。

(4) 以下の「パスワード再通知の件」メールが送信されます。
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  ５.　ユーザ情報修正

登録したユーザIDのパスワード、氏名、社名、住所、E-Mailアドレス等の情報の変更ができます。
「オンライン申請サービス」を、お使いのユーザで、ご担当者が替わられたような場合は、
ユーザIDは、そのままで他の情報を変更いただく事を推奨いたします。

(1) http://www.jwtc.jp にアクセスします。
     トップページの「ログイン」を選択します。

(2) ユーザID、パスワードを入力しログインします。
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(3) 「ユーザ情報修正」を選択して下さい。

(4) ユーザ情報を更新して下さい。

パスワード変更については結果メール
の送信はありません。

ユーザ情報の更新、削除が行えます。
その際、結果のメールが届きます。
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  ６.　データダウンロードサービス

規程集、申請書類のデータをダウンロードし、ご利用いただけます。
ユーザ登録後、次の「ダウンロードサービスご利用開始の件」メールが届けば、本サービスをご利用いただけます。
(当メールが届かない間は、データダウンロードサービスを、ご利用になれません。)

(1) http://www.jwtc.jp にアクセスします。
     トップページの「ログイン」を選択します。
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(2) ユーザID、パスワードを入力しログインします。

(3) 「ダウンロードサービス」を選択します。
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(4) ダウンロードしたい文書名をクリックし、「ファイルを開く」か「保存」を選択し、ダウンロードします。

ダウンロードしたい文書名をクリック。

「ファイルを開く」又は、「保存」で
ダウンロードする。

本サービスでのデータ閲覧には文書により、Acrobat Reader、MS-Excel2000以上又はMS-Word97以上が必要となります。
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  ７.　オンライン申請サービス

インターネットブラウザより｢書面審査申請｣と「商品名追加申請」が行えます。
申請入力と共に、試験成績書等、申請に必要な書類データを添付して申請が行えます。
ユーザ登録後、次の「書面審査申請ご利用開始の件」メールが届けば、本サービスをご利用いただけます。
(当メールが届かない間は、オンライン申請サービスを、ご利用になれません。)

(1) http://www.jwtc.jp にアクセスします。
     トップページの「ログイン」を選択します。
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(2) ユーザID、パスワードを入力しログインします。

(3) 「書面審査申請」または「商品名追加申請」を選択します。
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(4)書面審査申請における確認試験型式と書面審査型式の関係について

確認試験の1型式に対し、それを含めた最大5型式までの書面審査申請が、同時に申請可能です。
システム的には下記のような概要となります。

（例①） 4型式の書面審査申請で、確認試験を1型式行う場合

* 書面審査と確認試験に合格すると登録
* 1型式が書面審査対象の残数となる

（例②） 4型式の書面審査申請で、確認試験を1型式行う場合

* 書面審査と確認試験に合格すると登録
* 2型式が書面審査対象の残数となる

（例③） 11型式の書面審査申請で、確認試験を2型式行う場合

* 書面審査と確認試験に合格すると登録
* 1型式が書面審査対象の残数となる

（例④） 2型式の書面審査のみの場合

* 書面審査に合格すると登録
* 書面審査対象の残数はなくなる

* 1回の書面審査申請で申請できる型式数は、最大で99型式です。

書面審査申請（確認試験）

書面審査申請

書面審査対象残数

書面審査申請（残数使用）

書面審査申請
書面審査申請

書面審査申請（確認試験）

書面審査申請
書面審査申請

書面審査対象残数
書面審査対象残数

書面審査申請（残数使用）
書面審査申請（残数使用）
書面審査申請（確認試験）

書面審査申請
書面審査申請

書面審査申請
書面審査申請

書面審査申請
書面審査申請

書面審査申請（確認試験）
書面審査申請

書面審査申請（残数使用）

書面審査対象残数

書面審査申請（残数使用）
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①の確認試験合格により、
①で書面審査申請に使用して
いない型式数を含め申請可能。

②の確認試験合格により、
②で書面審査申請に使用して
いない型式数を含め申請可能。

②の確認試験合格により、
②で書面審査申請に使用して
いない型式数のみで申請可能。

①の合格通知後

登録

登録

登録

登録

試験に合格した1型式に
対して、4型式分の書面
審査対象数を付与

試験に合格した1型式に
対して、4型式分の書面
審査対象数を付与

試験に合格した1型式に
対して、4型式分の書面
審査対象数を付与

試験に合格した1型式に
対して、4型式分の書面
審査対象数を付与

合格

合格

合格

②の合格通知後

②の合格通知後

合格



  ８.　書面審査申請・商品名追加申請(同時申請)
    ８.1　申請

(1) 書面審査申請 各部の説明
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本画面を閉じる。

過去に申請した書面審
査申請と商品名追加申
請の確認画面を表示し
ます。

【要修正】
一度申請したデータについて、申請先
から修正要求(戻し)処理された場合に
表示されます。
（申請先からメール送信も行われま
す。）

【一時保存】
書面審査申請の入力途中で
「一時保存」した場合に表示さ
れます。（最大5件）
保存期間は1ヶ月。経過すると
自動的に削除されます。

保留データ表示欄

保留データは、必ず、
[編集]ボタンで、申請を
再開するか、
[削除]ボタンで、データ
を削除してください。

新規に書面審査申請を行う場合、クリッ
クしてください。

本画面を閉じる。

確認試験を行わずに申請できる
型式数を表示しています。
残数がある場合は、有効期限も
表示されます（年月）。



(2) 書面審査申請(1/3)：型式入力

    1) 新規ボタンをクリックすると、下部に申請に必要な項目の入力欄が表示されます。

　　　　入力欄の補足説明
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確認試験を行わずに申請できる
型式数を表示しています。

型式の入力が完了するまで、
クリックできません。

新規ボタンをクリックすると、入力
欄が表示されます。

型式の入力が完了するまで、ク
リックできません。

申請する型式の内容を、入力して
ください。

この時点で、本申請が不要で
あった場合は、「一時保存」ボタン
をクリックし、書面審査申請 画面
の「一時保存」欄の[削除]ボタン
で、削除してください。
(ウィンドウの「×」ボタンをクリック
しないでください)

「限定」か「一般」を選択。
「一般」を選択した場合は、
右の「限定使用表示記号」は入力できな
くなります。

単一の取付仕様の場合は1
の項目のみ、マルチ方式で2
種類の取付仕様の場合は2
の項目まで、3種類の取付
仕様の場合は3の項目まで
入力してください。

B or J or JJ

インセット or
ゼロセット or
アウトセット or
オフセット(複輪)

国名を指定

1ピース or
2ピース or
3ピース or
ワイヤースポーク



    2) 入力欄に入力後、確定ボタンをクリックすると、一覧に1行追加されます。

    3) 続けて登録する場合、再度、「新規」ボタンをクリックしてください。
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[確定]ボタンにより、
一覧に反映されます。

該当行を修正する場合は、
[詳細]ボタンをクリックし、下
部の項目欄で入力後、[確定]
ボタンで保存してください。

該当行を削除する場合は、
[詳細]ボタンをクリックし、下部
項目欄で、[削除]ボタンをクリッ
クしてください。

入力後、保存したい場合は、
[一時保存]をクリックしてくださ
い。
書面審査申請画面の保留デー
タの一覧に表示されます。

1件以上、登録してある状態
で新規ボタンをクリックした場
合は、登録されている最後の
データと同じ内容が入力欄に
表示されます。

表示された内容は、変更
する事も可能です。
表示された内容は、変更
する事も可能です。



    4) 登録済み同一型式データの重複エラー。
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要修正に重複データが存在し
た場合。

一時保存に重複データが存在
した場合。

保存しようとした型式データが、申
請済みデータと、重複したデータが
存在した場合、エラーが表示され
ます。申請内容をご確認ください。
申請済みデータとは、同じ会社内
で有効期限内（登録より5年）の
データです。



    5) 入力欄の入力エラー。

　　　　入力欄で入力後、確定ボタンをクリックすると、以下のエラーが表示される場合があります。
。 ～を選んでください。　～を入力してください。　 （必ず入力および設定して下さい。）
。 ～に、数値を入力してください。　 （数値以外が入力されています。）
。 ～の数字、アルファベット、カタカナは、半角文字で入力してください。 （規定外が入力されています。）
。 ～は、すべて半角文字で入力してください。 （規定外が入力されています。）

～は、半角大文字で入力してください。 （規定外が入力されています。）

※エラーとなった項目名が表示されますので、該当箇所の入力内容を、ご確認ください。
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    6) 申請する型式の入力完了後、「次へ」ボタンをクリックしてください。
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申請する型式の入力完了後、
[次へ]ボタンをクリックすると、書面審査申請(2/3) 画面が
表示されます。



(3) 書面審査申請 (2/3)：確認試験選択、資料添付
     確認試験の選択および、書面審査申請に必要な各種文書データ（試験成績書（様式２）等）を添付します。
     ※添付する文書データは、事前に作成いただく必要があります。

    1) 「添付」ボタンをクリックし、各種文書データを添付します。
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(補足説明) 添付データについて
申請に必要な書式、要件を満たしていれば、データ形式については特に問いませんが、申請先で参照可能なスタンダードなものを
推奨いたします(Microsoft Office等)。又、手書き部分のあるものなどはスキャンしたJPEG形式、PDF形式でも良いかと思います。
データの大きさは、小さい程良いですが、1文書データあたり最大でも1MB以下のものとして下さい。
又、容量圧縮、転送時間削減のため、一つあるいは複数文書データを、圧縮形式(LZH , ZIP 等)にして添付しても結構です。

書面審査申請(1/3)
画面に戻ります。

①

申請せず、保存したい場合は、
[一時保存]をクリックしてください。
書面審査申請画面の保留データ
の一覧に表示されます。

各種文書データを添付します。
各型式毎に設定してください。

添付終了すると、添付したファイル
数が表示されます。

②

③ 添付するファイルを
選択してください。

添付完了

1型式に対して、8ファイルまで添付できます。
続けて添付する場合は、②から行ってください。

他の型式にも添付する場合は、①から行ってください。

本画面を閉じる。

添付したファイルを削除する
場合は、[削除]ボタンをクリッ
クしてください。

④



    2) 確認試験の選択および、試験協議会が発行する試験成績書を希望する場合は、成績書発行の設定を行います。
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確認試験の設定を行います。
確認試験を行う型式を、チェックしてください。
また、成績書の発行を希望（有料）する場合は、
チェックしてください。

[次へ]ボタンをクリックすると、
書面審査申請(3/3) 画面が表
示されます。



    3) 各種文書データ添付と、確認試験および成績書発行の設定が終了したら、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

確認試験の型式数が過剰に設定された場合、以下の画面が表示されます。

確認試験の型式数が不足して設定された場合、以下の画面が表示されます。
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申請数から残数を差し引
いた数に対して、確認試験
の型式数が多い（過剰の）
場合、以下のメッセージが
表示されます。

申請数から残数を差し引い
た数に対して、確認試験の
型式数が少ない（不足の）
場合、以下のメッセージが
表示されます。



(4) 書面審査申請 (3/3)：最終確認

  【通常の申請の場合(代行申請ではない場合)】
    1) 最終確認画面が表示されたら内容を確認し、申請を完了して下さい。
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申請完了

申請せず、保存したい場合は、
[一時保存]をクリックしてください。
書面審査申請画面の[一時保存]
データの一覧に表示されます。

書面審査申請(1/3)
画面 または、
書面審査申請(2/3)
画面 に戻ります。

申請を中止（廃棄）したい場合
は、「申請取消」ボタンをクリック
してください。

申請を行う場合は、
「申請完了」をクリック
してください。



  【代行申請の場合】
    1) 最終確認画面が表示されたら[①代行申請]をクリックしてください。 
    2) [②代行会社]リストから会社名を選んでください。
        [代行取消]をクリックするとリストの選択は無効になり、初期状態に戻ります。
    3) 内容を確認し、申請を完了して下さい。
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申請せず、保存したい場合
は、
[一時保存]をクリックしてく
ださい。
書面審査申請画面の[一時
保存]データの一覧に表示
されます。

書面審査申請(1/3)
画面 または、
書面審査申請(2/3)
画面 に戻ります。

代行申請の場合は[①代行申請]
をクリックしてください。 1)

代行申請を取り消したい場合は
[代行取消]をクリックしてください。

申請を中止（廃棄）したい場
合は、「申請取消」ボタンをク
リックしてください。

申請を行う場合は、「申請完
了」をクリックしてください。
代行会社が未選択の場合は
エラーとなります。

会社名をリストから選んでください。

2)

3)

申請完了



  【商品名追加(同時申請)の場合】

    1) 書面審査申請 (3/3)：最終確認
        「商品名追加」ボタンをクリックすると、追加商品名入力画面に遷移します。

    2) 追加商品名の情報を入力し、「確定」ボタンをクリックしてください。
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商品名追加を中止（廃棄）し
たい場合は、「追加取消」ボタ
ンをクリックしてください。

入力後、保存したい場合は、[一時保存]をクリックしてください。

注1

注2

注3



　注1)　表面仕上げ
　　ドロップダウンより選択してください。ドロップダウンに該当の項目がない場合は入力することができます。

　注2)　申請・登録済み商品の追加サイズ選択
　　書面審査申請で入力した商品のサイズがドロップダウンに表示されます。
　　追加対象のサイズにチェックを入れてください。※複数選択可能
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　注3)　画像添付
　　追加サイズ選択にて選択した商品に対応する追加商品名列に、商品の画像を添付してください。
　　「申請済・登録済商品の画像」列には、書面審査申請をした商品の画像を添付してください。
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　　① 未入力エラー
　　　　＜申請済み商品名または登録済み商品名の入力＞欄の「表面仕上げ」が未入力の場合、

　　　　「確定」ボタンをクリックした際にエラーメッセージが表示されます。

　　② 無選択エラー
        「追加する商品名」に入力のある商品について、「申請・登録済み商品」の「追加サイズ選択」が未選択の場合、
　　　　「確定」ボタンをクリックした際にエラーメッセージが表示されます。

　　③ 添付画像不足エラー
　　　　「追加する商品名」に入力のある商品について、「申請・登録済み商品」にチェックを入れた商品の画像が不足している場合、

　　　　「確定」ボタンをクリックした際にエラーメッセージが表示されます。全ての商品の画像を添付してください。

    3) 一覧画面
　　  入力した追加商品名を確認し、「次へ」をクリックしてください。
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商品名追加を中止（廃棄）し
たい場合は、「追加取消」ボ
タンをクリックしてください。

入力後、保存したい場合は、[一時保
存]をクリックしてください。

追加商品名を取消（廃棄）した
い場合は、該当の商品名の行
の「削除」ボタンをクリックしてく
ださい。

追加商品名の情報を修正・追
加したい場合は、「編集」ボタ
ンをクリックしてください。
追加商品名入力画面に遷移
します。



    4) 確認画面
　　  内容を確認し、「追加完了」をクリックしてください。
　　  「書面審査申請 (3/3)：最終確認」画面に遷移します。

    5) 書面審査申請 (3/3)：最終確認 
      最終確認画面が表示されたら内容を確認し、申請を完了して下さい。
　　　代行申請の場合は、「①代行申請」をクリックし、会社名リストから会社名を選択してから申請を完了してください。
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入力後、保存したい場合は、[一時保
存]をクリックしてください。

追加商品名の情報を修正・追加し
たい場合は、「商品名一覧表示」ボ
タンをクリックしてください。
一覧画面に遷移します。

商品名追加を中止（廃棄）した
い場合は、「追加取消」ボタンを
クリックしてください。

追加商品名の情報を確認・修正したい場
合は、「追加商品名確認」ボタンをクリッ
クしてください。
一覧画面に遷移します。

申請を中止（廃棄）したい場合は、「申
請取消」ボタンをクリックしてください。
書面審査申請・商品名追加申請ともに
取り消します。



(5) 「申請の検索へ」で、過去の自社分の登録状況、申請一覧が検索できます。
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(補足)
選択型式 ： 確認試験の型式のみ表示
非選択型式： 書面審査の型式のみ表示
※両方をチェックした場合は、両方表示さ
れます。

書面審査申請 画面
に戻ります。

検索結果（一覧）が表示されます。



(6) 書面審査申請の完了後、以下の「書面審査申請受付の件」メールが届きます。
       申請いただいた内容の詳細を添付しますので、申請控えとして保存してください。

【書面審査申請のみの場合】

添付データを印刷したい場合は、以下の様にブラウザの印刷機能で印刷下さい。
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画面上を、右クリック。

確認試験を伴う申請をした場合は、該当

のアイテムNo毎に、実施する試験項目が

記載されます。

書面審査申請の詳細 確認試験の試験依頼書



【同時申請の場合】

添付データを印刷したい場合は、以下の様にブラウザの印刷機能で印刷下さい。
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画面上を、右クリック。

書面審査申請の詳細 商品名追加申請の詳細 確認試験の試験依頼書



添付データを印刷したい場合は、以下の様にブラウザの印刷機能で印刷下さい。
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画面上を、右クリック。



    (補足説明) ブラウザ印刷機能の設定 (Internet Explorer の場合)
                   申請内容を印刷したとき、横が切れたり、罫線が出なかったりした場合、以下の設定を行ってください。
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画面上を、右クリック。

印刷プレビューをクリック。

ページ設定をクリック。

「背景の色とイメージを印刷する」に
チェックを入れて、余白を設定し、
OKボタンをクリックしてください。



(7) 「書面審査申請受付の件」メールには、確認試験を行う型式の｢試験依頼書｣も添付されます。
　　　　依頼書控えとして保存してください。

添付データを印刷したい場合は、ブラウザの印刷機能で印刷下さい。
(ブラウザからの印刷の説明は前述を参照してください)
ただし印刷の向きは｢横｣としてください。(横長のため)
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試験依頼書には、実施する試験

項目欄に○印が付されます。



    ８.２　修正要求

     申請された型式の審査にて、修正が必要であった場合、
     申請先より以下の様に、申請内容を添付して、｢申請内容修正の件｣メールが送信されます。
     書面審査申請 画面の保留データ一覧の｢要修正｣（編集ボタン）にて、メールに記載された修正点を変更（入力）し、
     再度、申請を行ってください。
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[編集]をクリックすると、書面審査申請(1/3) 画面
が表示されます。
内容を修正し、再度申請してください。



    ８.３　書面審査及び確認試験合格通知または、不合格通知

(1) 書面審査及び確認試験に合格すると、メールに資料が添付され送信されます。

    1) 確認試験を行う型式を含む書面審査を申請した場合は、｢書面審査・確認試験合格の件｣メールが送信されます。
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確認試験に合格し、書面審査対象の残
数がある場合は、残数と有効期限が書面
審査申請 画面に表示されます。
書面審査対象の残数は、確認試験を行
わずに申請できる型式数です。
有効期限は、合格より1年間です。

書面審査申請(1/3)、書面申請申請(2/3)、
書面申請申請(3/3) 画面にも表示されます。



    2) 確認試験を行う型式のみを申請した場合は、｢確認試験合格の件｣メールが送信されます。

    3) 書面審査のみの型式を申請した場合は、｢書面審査合格の件｣メールが送信されます。
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4) 同時申請の場合
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(2) 確認試験が不合格の場合は、｢確認試験不合格の件｣メールに資料が添付され送信されます。
     不合格の場合、書面審査申請 画面には表示されません。

※確認試験を行う型式のみを申請した場合も、同じ内容のメールが送信されます。
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  ９.　商品名追加申請
    9.1　申請

(1) 商品名追加申請 各部の説明

(2) 登録済み商品選択画面
　　過去の自社の登録済み商品を検索し、追加したい商品とそのサイズ欄にチェックを入れます。
　　※異なる商品名は選択不可
　　選択が完了したら、「次へ」ボタンをクリックします。
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本画面を閉じる。

過去に申請した書面審査
申請と商品名追加申請の
確認画面を表示します。

【要修正】
一度申請したデータについ
て、申請先から修正要求
(戻し)処理された場合に表
示されます。
（申請先からメール送信も

【一時保存】
商品名追加申請の入力途中
で「一時保存」した場合に表示
されます。（最大5件）
保存期間は1ヶ月。経過すると
自動的に削除されます。

保留データ表示欄

保留データは、必
ず、
[編集]ボタンで、申
請を再開するか、
[削除]ボタンで、
データを削除してく
ださい。新規に商品名追加申請を行う場

合、クリックしてください。

本画面を閉じる。

テキストボックスに条
件を入力し「検索」をク
リックすると、入力した
条件で絞り込むことが
できます。



　　1) 無選択エラー

(3) 追加商品名入力画面
　　追加商品名の情報を入力し、「確定」ボタンをクリックしてください。
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1つもチェックボックスの選択がない状態で「次へ」
ボタンをクリックすると、エラーが表示されます。
1つ以上選択してください。

商品名追加申請を中止
（廃棄）したい場合は、
「追加取消」ボタンをク
リックしてください。

入力後、保存したい場
合は、[一時保存]をク
リックしてください。

追加したい商品を変更したい
場合は、「商品選択画面に戻
る」ボタンをクリックしてくださ
い。

注1

注2

注3



　注1)　表面仕上げ
　　ドロップダウンより選択してください。ドロップダウンに該当の項目がない場合は入力することができます。

　注2)　申請・登録済み商品の追加サイズ選択
　　「登録済み商品選択画面」で選択した商品のサイズがドロップダウンに表示されます。
　　追加対象のサイズにチェックを入れてください。※複数選択可能
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　注3)　画像添付
　　追加サイズ選択にて選択した商品に対応する追加商品名列に、追加商品名商品の画像を添付してください。
　　「申請済・登録済商品の画像」列には、「登録済み商品選択画面」で選択した商品の画像を添付してください。
　　「申請済・登録済商品の画像」は、過去に追加申請をしたことがある商品は、過去の申請の画像が添付済みです。
　　ボタンの表記が「添付済み」となっていても変更可能です。
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　　1) 未入力エラー
　　　　＜申請済み商品名または登録済み商品名の入力＞欄の「表面仕上げ」が未入力の場合、

　　　　「確定」ボタンをクリックした際にエラーメッセージが表示されます。

　　2) 無選択エラー
        「追加する商品名」に入力のある商品について、「申請・登録済み商品」の「追加サイズ選択」が未選択の場合、
　　　　「確定」ボタンをクリックした際にエラーメッセージが表示されます。

　　3) 添付画像不足エラー
　　　　「追加する商品名」に入力のある商品について、「申請・登録済み商品」にチェックを入れた商品の画像が不足している場合、

　　　　「確定」ボタンをクリックした際にエラーメッセージが表示されます。全ての商品の画像を添付してください。
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(4) 一覧画面
　　入力した追加商品名を確認し、「次へ」をクリックしてください。

(5) 確認画面
　　　【通常の申請の場合(代行申請ではない場合)】
　　　　最終確認画面が表示されたら内容を確認し、申請を完了して下さい。
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申請完了

商品名追加申請を中止（廃棄）し
たい場合は、「申請取消」ボタンを
クリックしてください。

入力後、保存したい場合は、[一時保存]をクリッ
クしてください。

追加商品名を取消（廃棄）したい
場合は、該当の商品名の行の「削
除」ボタンをクリックしてください。

追加商品名の情報を修正・追加したい
場合は、「編集」ボタンをクリックしてく
ださい。
追加商品名入力画面に遷移します。

入力後、保存したい場合は、[一時保存]
をクリックしてください。

追加商品名の情報を修正・追
加したい場合は、「商品名一覧
表示」ボタンをクリックしてくだ
さい。

商品名追加申請を中止（廃棄）
したい場合は、「申請取消」ボタ
ンをクリックしてください。



　　　【代行申請の場合】
    　　1) 最終確認画面が表示されたら[①代行申請]をクリックしてください。 
    　　2) [②代行会社]リストから会社名を選んでください。
      　　  [代行取消]をクリックするとリストの選択は無効になり、初期状態に戻ります。
    　　3) 内容を確認し、申請を完了して下さい。
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申請完了

申請せず、保存したい場
合は、
[一時保存]をクリックして
ください。
商品名追加申請画面の
[一時保存]データの一覧
に表示されます。代行申請の場合は[①代行申

請]をクリックしてください。 1)

代行申請を取り消したい場合は[代
行取消]をクリックしてください。

申請を行う場合は、「申請完了」を
クリックしてください。
代行会社が未選択の場合はエ
ラーとなります。 3)

申請を中止（廃棄）したい場合
は、「申請取消」ボタンをクリッ
クしてください。

会社名をリストから選んでくださ
い。

2)



(6) 「申請の検索へ」で、過去の自社分の登録状況、申請一覧が検索できます。
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(補足)
選択型式 ： 確認試験の型式のみ表示
非選択型式： 書面審査の型式のみ表示
※両方をチェックした場合は、両方表示さ
れます。

商品名追加申請 画
面に戻ります。

検索結果（一覧）が表示されます。



(7) 商品名追加申請の完了後、以下の「商品名追加申請受付の件」メールが届きます。
       申請いただいた内容の詳細を添付しますので、申請控えとして保存してください。

添付データを印刷したい場合は、以下の様にブラウザの印刷機能で印刷下さい。
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画面上を、右クリック。

登録済み商品の詳細商品名追加申請の詳細



    ９.２　修正要求

     申請された型式の審査にて、修正が必要であった場合、
     申請先より以下の様に、申請内容を添付して、｢申請内容修正の件｣メールが送信されます。
     商品名追加申請 画面の保留データ一覧の｢要修正｣（編集ボタン）にて、メールに記載された修正点を変更（入力）し、
     再度、申請を行ってください。
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[編集]をクリックすると、商品名入力画面
が表示されます。
内容を修正し、再度申請してください。



    ９.３　審査合格通知

審査に合格すると、｢商品名追加審査合格の件｣メールに資料が添付され送信されます。
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  １０.　補足

(1) ログイン後の画面で、20分間 画面操作せず放置した状態が継続した場合、
     以下の様にタイムアウトが表示されます。
     操作を開始する場合は、「ホーム」をクリックし、ログインから行ってください。
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20分間放置した場合、タイムアウトしま
す。
「ホーム」をクリックし、再度、ログインし
てください。



(2) 書面審査申請 画面でウィンドウ右上の「×」（閉じる）ボタンを押してしまった場合。

「移動」をクリックした場合。
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再開してください。
書面審査申請(1/3) 画面で確定済みであ
れば、書面審査申請 画面の「一時保存」
に保存されています。

Microsoft Edgeの場合、右記の画面が表示されます。
[キャンセル]をクリックし、申請入力処理を継続してくださ
い。
[移動]をクリックした場合、一度メニュー画面に戻ります
が、「書面審査申請」を選択し入力を再開してください。



(3) 商品名追加申請 画面でウィンドウ右上の「×」（閉じる）ボタンを押してしまった場合。

「移動」をクリックした場合。
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再開してください。
追加商品名入力画面で確定済みであれ
ば、商品名追加申請 画面の「一時保存」
に保存されています。

Microsoft Edgeの場合、右記の画面が表示されます。
[キャンセル]をクリックし、申請入力処理を継続してくださ
い。
[移動]をクリックした場合、一度メニュー画面に戻りますが、
「商品名追加申請」を選択し入力を再開してください。



  １１.　お問い合わせ先

（一財）日本車両検査協会　東京検査所
〒114-0003　東京都北区豊島7-26-28
TEL：03-3912-2361
FAX：03-3912-2208

E-Mail：wheel-t@jvia.or.jp
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