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National Strength and Conditioning Association (NSCA)は、ストレングストレーニングとコンディショニングに関する国際的な教育団体と
して1978年に設立されました。設立時の会員はわずか76名でしたが、現在では世界52ヵ国に約33,000人の会員が所属しています。NSCAはこの膨
大な会員のネットワークをもとに、ストレングストレーニングとコンディショニングの実践と研究から得られた最先端の情報を、論文集、ジャーナル、
ウェブサイト等を通じて世界中に配信し続けています。

米国NSCA本部

NSCAは他の多くのスポーツ関連団体と異なり、スポーツ科学、各スポーツ競技、医療分野、フィットネス分野などの様々な専門家グループと共に、ス
ポーツパフォーマンスとフィットネスの向上を目的とした、適切なストレングストレーニングとコンディショニングの活用という共通のゴールを目指し
て活動しています。 
NSCAの使命の中心は、科学者とスポーツ現場の指導者との橋渡しです。ストレングストレーニングとコンディショニングの分野に関する新しい研究
の実用化を目指すことで、トレーニング指導の専門的職業としての発展を促進しています。

1978年 76名の大学フルタイム・ストレングスコーチによって設立
（National Strength Coaches Association）

1981年 名称を現在の”National Strength and Conditioning Association”に変更。
1980年代に会員数は6,200名まで増加

1985年 CSCS（Certified Strength and Conditioning Specialist）認定試験の開始

1993年 NSCA-CPT（NSCA-Certified Personal Trainer） 認定試験の開始

2012年 CSPS（Certified Special Population Specialist）および
TSAC（Tactical Strength and Conditioning Facilitator）資格認定試験の開始

現在 52カ国、会員総数約33,000名の組織に発展している

沿革
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特定非営利活動法人NSCAジャパン（日本ストレングス＆コンディショニング協会）は、米国コロラド州コロラドスプリングスに本部を持つNSCA
（National Strength and Conditioning Association）の日本支部です。
1991年に設立され、日本におけるストレングストレーニングとコンディショニングの指導者の育成や継続教育、研究に裏付けられた知識の普及を通
じて、一般の人々に対する健康の維持・増進から、アスリートに対する傷害予防とパフォーマンスの向上などに貢献するために活動しています。

NSCAジャパンは、研究に裏付けられたストレングス＆コンディショニングに関する知識を普及させ、子どもから高齢者にいたるすべての人々の健康
増進と、アスリートの競技力向上および傷害予防を支援します。

『Bridging the gap between science and application：研究と現場の橋渡し役として』

1960年、ローマオリンピックにて日本が惨敗したのを機に、日本でもスポーツ関連の専門家が各分野で尽力し、体力強化に取り組み、それに基づくト
レーニング関連システムが開発されてきました。しかし、それでも体力強化トレーニングを指導する現場での問題は未解決と言わざるを得ない状況下
にありました。
そんな中、1978年に米国において「スポーツの成績とフィットネスに関連するストレングスについての専門的意見交換を促進し、会員の団結を図る」
という目的で、ネブラスカ州立大学リンカーン校に米国NSCAが設立されました。それから米国NSCAは、スポーツ医科学の研究室とトレーニングの
現場を直結し、理論と実践の橋渡しをする役割を果たし、活動を続けています。
NSCAジャパンは、前述のような現場での問題点を解決すべく、また、米国NSCAの理念に賛同し、日本においてもそれを普及・発展していく目的で、
1991年に米国NSCAの国際支部として設立されました。米国本部からの情報を活用しつつ、S＆Cを共通の課題として共に研究し、日本のスポーツ界
のレベル向上を目指して活動を開始したのです。

1991年 ４月１日、NSCAジャパン設立。顧問に寬仁親王殿下、理事長に窪田登氏（早稲田大学名誉教授）が
就任。

1993年 NSCAジャパンにて英語で１回目のCSCS認定試験を開始。

1994年 会員向け機関誌『NSCAジャパン・ジャーナル』を創刊。

1995年 日本語でのNSCA-CPT認定試験を開始。

1999年 日本語でのCSCS認定試験を開始。

2001年 NSCAジャパン会員が1,000名を超え、東京都へNPO法人として申請。４月に受理され、NPO法人と
しての 活動を開始。

2010年 NSCAジャパンの会員が約4,800名に。日本における資格認定者数が3,200名を超える。

2012年 寬仁親王妃信子殿下、顧問に就任　　　

2017年 NSCAジャパン設立25周年を記念して、第5回NSCA国際カンファレンスを日本（幕張メッセ：千葉）で
開催予定。

NSCAジャパンとは

使命（ミッションステイトメント）

設立経緯

沿革
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NSCAの資格認定試験は、世界各国300以上の会場で5ヶ国の言語に翻訳され、実施されています。またその認定者数は、全世界で合計30,000名
を超えています。 

CSCS（認定ストレングス＆コンディショニングスペシャリスト）認定試験は1985年に開始され、世界で25,000名以上が取得しています。ストレン
グス＆コンディショニングの認定資格として唯一、1993年より全米資格認定委員会（NCCA*）の承認を受けています。
NSCA-CPT（認定パーソナルトレーナー）認定試験は、1993年に開始され、世界で約9,500名が取得しています。米国内はもとより、国際的に最も
信頼性の高いパーソナルトレーナーの認定資格として、1996年よりNCCA*の承認を受けています。

日本では、NSCA-CPTが1995年から、CSCSが1999年から日本語での受験が可能となり、2016年時点での資格認定者は、NSCA-CPTが約
3,000名、CSCSが約1,500名に及んでいます。 

NSCAの資格認定試験は、ストレングス＆コンディショニング（パーソナルトレーニングを含む）の指導者と、その分野の先端で活躍する研究者から
なる職務分析委員会が職務評価を行い、この分析に基づいて専門職に必要な科学的基礎知識から実践応用にわたる包括的な知識について、網羅す
るように作成されています。また、資格認定試験は専門のテストサービス機関が厳格な規定に則り、公正な試験を実施しています。

NCCA のミッションは、専門職の能力を評価する資格認定プログラムや機関を認定することによって、一般市民の健康と福
祉、安全の確保に貢献する事である。NCCAは、専門家相互の検討過程を経て認定基準を確立し、基準に対する適正度を審査
し、適正が証明された機関やプログラムを認定することで、質の高い資格認定に関する情報を提供する役割を果たしている。
NCCAによる認定の目的は、一般市民を含めた資格認定に関係する人々に、専門能力を保証するというニーズに応えられる認
定プログラムを告知することである。
NCCAは、全米専門能力保証機構（NOCA）の認定部門であるが、母体からは独立して統治されている。NOCAは、資格認定
団体を会員とする組織であり、資格認定の実践に関する専門的、教育的情報を提供している。
（NCCA Standards序文より抜粋）

国際的トレーニング指導ライセンス
NSCA認定資格とは？

全米資格認定委員会（NCCA：Tha National Commission for Certifying Agencies）*

「Certified Strength ＆ Conditioning Specialist：CSCS（認定ストレングス＆コン
ディショニングスペシャリスト）」は、傷害予防とスポーツパフォーマンス向上を目的とし
た、安全で効果的なトレーニングプログラムを計画・実行する知識と技能を有する人材を
認定する資格です。

指導対象は主にアスリート、スポーツチームです。筋力トレーニングや他の体力要素の指導
だけでなく、施設を運営、管理することも重要な職務となります。また、栄養、ドーピング、
生活習慣に関する指導など、教育者的側面も併せ持っています。

ストレングスコーチ、アスレティックトレーナー、パーソナルトレーナー、医師、フィットネス
インストラクター、研究者などがCSCSの資格を取得しています。全世界で31,500名以上、
日本では1,500名以上のCSCS認定者が活躍しています（2016年3月現在）。

CSCSとは
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NSCA資格認定試験を受験するためには、いくつかの出願条件があります。以下の条件をご確認ください。

【CSCS 認定試験の出願条件】
以下の条件1～3すべてを満たしていること 
1. 下記(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する者
 (1) 学校教育法が定める4年制大学の卒業者または大学4年生の卒業見込み者。
 (2) 学校教育法が定める4年制大学、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、または海外の大学より学位（学士・修士・博士）を授与された者。
 (3) 高度専門士*の称号を付与された者。
  学部不問。出願時に、4年制大学の卒業証明書もしくは卒業見込み証明書、または学位取得を証明する書類（学位授与証明書、修了証明書）、

または高度専門士の称号取得を証明する書類が必要。
2. 出願時および受験時に、NSCAジャパンの会員（正会員、学生会員、英文会員）であること。
3. 出願時に有効なCPRおよびAEDの認定を保持していること。
 出願時に有効なCPRおよびAEDの認定を保持していない場合は、受験日の1年後までに、有効なCPRおよびAEDの認定証のコピーを提出すること。
 ※出願条件は年度によって変わる場合があります。NSCA資格認定試験ハンドブックでご確認ください。
 ※卒業見込みで受験して合格された場合、卒業後に卒業証明書を提出していただくまでは、CSCSの認定およびCSCS認定証の発行は行いません。
  * 高度専門士：平成17年の9月9日の制度改正により、専門学校のうち、修業年限が4年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定し

た課程の修了者に、高度専門士の称号が付与されることとなりました。
 詳しくは文部科学省のページをご覧ください。 

【NSCA 資格認定試験の出願に必要な CPR/AED 認定の基準】 
1. 講習に実技が含まれていること（オンラインのみのコースは不可）
2. 実技評価が含まれていること
 〈該当する団体〉
  日本赤十字社（基礎講習のみも可）、日本ライフセービング協会、国際救命救急協会、MFA JAPAN、マスターワークス、トライ・ワークス、消防署

（庁）など 
 ※講習会の日程や内容などの詳細は、各団体へ直接お問い合わせください。
  ※受講するコースによっては、有効なCPR・AEDの講習会と認められない場合がございます。ご不明な点は、NSCAジャパン事務局までお問い合

わせください。
  ※出願時に、CPRおよびAED認定証（もしくは修了証）のコピーを提出していただきます。ただし、出願時に有効なものに限ります。

CSCS認定試験を受験するには
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CSCS認定試験は、「基礎科学」と「実践／応用」の2つのセクションに分かれており、両セクションの合格をもって、CSCS資格を認定されます。試験
問題は、3つの選択肢から1つの解答を選ぶマークシート方式です。

CSCS実践／応用セクションは、スコアード問題110問とノンスコアード問題15問の計125問で構成されており、試験時間は2時間30分で
す。エクササイズテクニック、プログラムデザイン、組織と運営、およびテストと評価に関する設問が出題されます。30～40問が映像や画像
と関連して出題され、主にエクササイズテクニック、機能解剖学、テスト手順に関する知識を問う内容となっています。（2016年4月改訂）

CSCS基礎科学セクションは、スコアード問題80問とノンスコアード問題15問の計95問で構成されており、試験時間は1時間30分です。
エクササイズサイエンス（解剖学、運動生理学、バイオメカニクスなど）と栄養学に関する知識を問う設問が出題されます。（2016年4月改訂） 

CSCS認定試験の概要

受験料

実践／応用セクション

基礎科学セクション

CSCS実践／応用（2時間30分）

分野 問題配分 問題数

エクササイズテクニック 35% 38

プログラムデザイン 35% 39

組織と運営 12% 13

テストと評価 18% 20

ノンスコアード問題 － 15

合計 100% 125

映像や画像を見て解答する問題 30～40/120

CSCS基礎科学（1時間30分）

分野 問題配分 問題数

エクササイズサイエンス 74% 59

栄養学 26% 21

ノンスコアード問題 ー 15

合計 100% 95

CSCS認定試験 49,300円

CSCS認定試験基礎科学セクションのみ
CSCS認定試験実践応用セクションのみ

33,400円
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以下に示す受験準備プランは、あくまでもひとつの参考例にすぎません。受験準備プランは、各自の

バックグラウンドや学習環境によって大きく異なるものです。また、NSCAの資格認定試験は、科学的研

究に裏付けられたさまざまな知見に基づき、試験問題が構成されています。下記のプランを参照し、各

自に合った受験準備を行ってください。

【基礎科学セクション】

❖�大学や専門学校などでスポーツ科学に関する教育を受けた受験者の場合、基礎科学セクションの

内容は、学校の授業等でまかなわれていることが多いです。

❖�スポーツ科学に関する教育を受けていない受験者の場合、基礎科学セクションの内容を理解する

までにやや時間を要するかもしれません。

❖�実践／応用セクションの学習を始める前に、基礎科学セクションの学習をおすすめします。基礎科

学セクションの内容を理解しなければ、実践／応用セクションの内容を理解することは難しいで

しょう。例えば、解剖生理学やバイオメカニクスの内容は、トレーニングに対する適応にも関連し、

これらの内容は、エクササイズテクニックやプログラムデザインの内容にもつながっています。

❖�エクササイズサイエンスは、5つのブロックに分かれています。

【実践／応用セクション】

❖実践／応用セクションの内容は、現場での指導を行っている受験者、またはその経験がある受験者にとって取り組みやすい内容です。

❖�『エクササイズテクニック』の分野を勉強するにあたっては、NSCAジャパンが販売している「Exercise Technique Checklist Manual」や、

「NSCAジャパン認定図書　ウイダーストレングス＆コンディショニング　エクササイズバイブル」というDVD・書籍も参考になります。

学習方法

解剖生理学
（１・２章）

トレーニングに
対する適応
（５～７章）

心理学
（８章）

栄養学
（９・10章）

神経内分泌生理学
（３章）

エクササイズサイエンス

バイオメカニクス
（４章）

テストと評価
（11・12章）

エクササイズ
テクニック
（13・14章）

プログラム
デザイン
（15～20章）

組織と運営
（21・22章）

解剖生理学
（１・２章）

トレーニングに
対する適応
（５～７章）

心理学
（８章）

栄養学
（９・10章）

神経内分泌生理学
（３章）

エクササイズサイエンス

バイオメカニクス
（４章）

テストと評価
（11・12章）

エクササイズ
テクニック
（13・14章）

プログラム
デザイン
（15～20章）

組織と運営
（21・22章）
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【スポーツ科学に関する教育を受けていない方】

1.　基礎科学セクションの分野から受験準備を始めます。

2.　選択した分野を、テキストやWEBコンテンツなどを使用して勉強します。

3.　模擬問題集にチャレンジしてみましょう。

4.　基礎科学セクションが終了したら、実践／応用セクションの分野へ進み、2、3の順に進めます。

5.　すべての分野が終了したら、受験ガイドブックで最終確認しましょう。

　　※機関誌バックナンバー等を活用し、テキスト以外からもストレングス＆コンディショニングに関する知識を収集してください。 

（例） 

❖エクササイズサイエンスを選択し、『解剖生理学』のブロックからスタート。

❖テキストやWEBコンテンツを使用し、内容を把握できた段階で、次のブロックへ（『トレーニングに対する適応』など）。

❖エクササイズサイエンスの5つすべてのブロックが終了したら、模擬問題集にチャレンジ。

❖栄養学の勉強へ。

❖模擬問題集まで終了したら、実践／応用セクションの分野へ進む。

❖すべての分野が終了したら、受験ガイドブックで最終確認する。

【大学や専門学校などでスポーツ科学に関する教育を受けた方】

1.　基礎科学セクション、または実践／応用セクションの中から1つの分野を選択します。

2.　テキストとWEBコンテンツなどを使用して勉強します。

3.　模擬問題集にチャレンジしてみましょう。

4.　他の分野を選択し、2、3の順に進めます。

5.　すべての分野が終了したら、受験ガイドブックで最終確認しましょう。

　※機関誌バックナンバー等を活用し、テキスト以外からもストレングス＆コンディショニングに関する知識を収集してください。

受験準備の進め方の例

１つの分野を
選択

模擬問題集に
チャレンジ

テキスト・WEB
コンテンツで勉強

受験ガイドブックで
最終確認 試験

くり返し行う
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「NSCA Certified Personal Trainer：NSCA-CPT（NSCA認定パーソナ
ルトレーナー）」は、個別のアプローチを用いて、クライアントの健康と体力
のニーズに関して、評価、動機付け、教育、トレーニングやコンディショニン
グ全般の指導を行う優れた専門的能力をもつ人材を認定する資格です。
NSCA-CPTは、アスリートだけでなく、年齢・性別・経験を問わず幅広い層
に対してトレーニング指導を行います。そのため、NSCA-CPTはトレーニン
グの知識に加え、医学的、運動生理学的な専門知識とトレーニングの指導
技術が必要となります。
パーソナルトレーナーのほか、フィットネスインストラクターやスポーツ指導
者などがこの資格を取得しています。全世界では13,000名以上、日本では
3,000名以上のNSCA-CPTが活躍しています（2016年3月現在）。

NSCA-CPTとは

NSCA資格認定試験を受験するためには、いくつかの出願条件があります。以下の
条件をご確認ください。

【NSCA-CPT 認定試験の出願条件】
以下の条件1～3すべてを満たしていること 
1.  出願時に、満18歳以上で、高等学校卒業以上の者または高等学校卒業程度認

定試験（旧大学入学資格検定）合格者。
  出願時に、高等学校の卒業証明書、または学校教育法が定める4年制大学、短期大学もしくは専修学校の卒業証明書もしくは在学証明書、また

は高等学校卒業程度認定試験もしくは大学入学資格検定の合格証明書、または学位取得を証明する書類（学位授与証明書、修了証明書など）が
必要。 

2.  出願時および受験時に、NSCAジャパンの会員（正会員、学生会員、英文会員）であること。
3. 出願時に有効なCPRおよびAEDの認定を保持していること
 出願時に有効なCPRおよびAEDの認定を保持していない場合は、受験日の1年後までに、有効なCPRおよびAEDの認定証のコピーを提出すること。
 ※出願条件は年度によって変わる場合があります。NSCA資格認定試験ハンドブックでご確認ください。

【NSCA 資格認定試験の出願に必要な CPR/AED 認定の基準】 
1. 講習に実技が含まれていること（オンラインのみのコースは不可）
2. 実技評価が含まれていること
 〈該当する団体〉
  日本赤十字社（基礎講習のみも可）、日本ライフセービング協会、国際救命救急協会、MFA JAPAN、マスターワークス、トライ・ワークス、消防署

（庁）など 
 ※講習会の日程や内容などの詳細は、各団体へ直接お問い合わせください。
  ※受講するコースによっては、有効なCPR・AEDの講習会と認められない場合がございます。ご不明な点は、NSCAジャパン事務局までお問い合

わせください。
  ※出願時に、CPRおよびAED認定証（もしくは修了証）のコピーを提出していただきます。ただし、出願時に有効なものに限ります。

NSCA-CPT認定試験を受験するには
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NSCA-CPT認定試験は、スコアード問題140問とノンスコアード問題15問の計155問で構成されており、試験時間は3時間です。試験問題は、3つ
の選択肢から1つの解答を選ぶマークシート方式です。クライアントに対する面談と評価、プログラムプランニング、エクササイズテクニック、安全性、
緊急時の手順および法的諸問題等に関する設問が出題されます。25～35問が映像や画像と関連して出題され、主にエクササイズテクニック、機能解
剖、および体力テストのプロトコルに関する知識を問う内容となっています（2016年4月改訂）。

NSCA-CPT認定試験の概要

NSCA-CPT認定試験（3時間）

分野 問題配分 問題数

クライアントに対する面談と評価 25% 35

プログラムプランニング 31% 43

エクササイズテクニック 31% 43

安全性、緊急時の手順、および法的
諸問題 13% 19

ノンスコアード問題 － 15

合計 100% 155

映像や画像を見て解答する問題 25～35/150

受験料

NSCA-CPT認定試験 45,200円



http://www.nsca-japan.or.jp/ 10

以下に示す受験準備プランは、あくまでもひとつの参考例にすぎません。受験準備プランは、各自のバックグラウンドや学習環境によって大きく異な

るものです。また、NSCAの資格認定試験は、科学的研究に裏付けられたさまざまな知見に基づき、試験問題が構成されています。下記のプランを参

照し、各自に合った受験準備を行ってください。

学習方法

受験準備の進め方の例

１つの分野を
選択

模擬問題集に
チャレンジ

テキスト・WEB
コンテンツで勉強

受験ガイドブックで
最終確認 試験

くり返し行う

心理学
（８章）

栄養学
（7章）

エクササイズテクニック

プログラムプランニング

バイオメカニクス
（４章）

解剖生理学
（１・２章）

トレーニングに
対する適応
（3・5・6章）

エクササイズ
テクニック
（12～14章）

安全性、緊急時の
手順、法的諸問題
（24・25章）

プログラム
デザイン
（15～17章）

特定のクライアント
（18～23章）

面談と評価
（9～11章）

面談と評価

【スポーツ科学に関する教育を受けていない方】

1.　『解剖生理学』を、テキストとWEBコンテンツを利用して勉強します。

2.　1つの分野を選択します。

3.　いちばん取り組みやすいブロックを選択します。

4.　テキストやWEBコンテンツを利用して勉強します。

5.　すべてのブロックの勉強が終了したら、模擬問題集にチャレンジしてみましょう。

6.　次の分野に進みます。

7.　すべての分野が終了したら、受験ガイドブックで最終確認しましょう。

　※『解剖生理学』は、どの分野にも含まれませんが、すべての分野につながる基礎的な内容ですので、初めに学習されることをおすすめします。

　※機関誌バックナンバー等を活用し、テキスト以外からもストレングス＆コンディショニングに関する知識を収集してください



11http://www.nsca-japan.or.jp/

【大学や専門学校などでスポーツ科学に関する教育を受けた方】

1.　1つの分野を選択します。

2.　最も取り組みやすいブロックを選択します。

3.　テキストやWEBコンテンツを利用して勉強します。

4.　すべてのブロックの勉強が終了したら、模擬問題集にチャレンジしてみましょう。

5.　次の分野に進みます。

6.　『解剖生理学』はどの分野にも含まれていませんが、受験するためには必要な項目ですので、必ず復習しましょう。

7.　すべての分野が終了したら、受験ガイドブックで最終確認しましょう。

　※機関誌バックナンバー等を活用し、テキスト以外からもストレングス＆コンディショニングに関する知識を収集してください。

（例）プログラムプランニングの分野を選択 

❖テキストの内容を確認し、『特定のクライアント』から受験準備をスタート。

❖WEBコンテンツとテキストを使用し、勉強を進める。

❖その後は『プログラムデザイン』→『トレーニングに対する適応』→『心理学』の順に進める。

❖模擬問題集の『プログラムプランニング』の部分に挑戦してみる。

❖次の分野に取り組む。
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 日本各地にある会場で受験ができます！
 受験日・会場は、ご自身で決めることができます！
 合否の結果は、即日、判明します！
 受験料の支払いは、クレジットカード、コンビニ払い、ペイジーを利用できます！

コンピュータベース試験

NSCA資格認定試験は、
コンピュータベース試験へ移行しました

NSCA資格認定試験ハンドブック
出願手続きから試験予約の方法まで
詳細を記載しております。

NSCA資格認定試験ハンドブック
NSCAジャパン　2016年6月

Computer Based ExamComputer Based Exam

コンピュータベース試験とは、紙と鉛筆を用いて試験を行うのではなく、コンピュータを使用して試験を行う方法です（従来のペーパー試験は2016
年2月をもって終了し、2016年4月より移行）。コンピュータの画面上に試験問題と選択肢が表示されるので、順番に解答を進めます。
NSCA資格認定試験は、米国試験管理会社・PEARSON VUE（ピアソン・ビュー）が代行します。 

PEARSON VUE（ピアソン・ビュー）とは？

主要なIT系資格試験をはじめ、語学試験や金融・医療、その他のプロフェッショナル資格試験を世界各国で
配信する試験管理会社です。
日本全国にあるテストセンターは、PEARSON VUEのウェブサイトでご確認いただけます。
https://www.pearsonvue.co.jp/test-taker.aspx

コンピュータベース試験とは？
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・試験終了後、すぐに結果が分かります。
・ 試験に合格し、資格認定の条件を満たしている方には、後日、NSCAジャパン

から資格認定証が届きます。

❺ 結果通知

試験終了後･･･

予約したテストセンターにて受験（試験の配信はすべて日本語です）

❹ 受験

マイページ（会員専用サイト）から出願手続

・必要事項入力

・受験料支払い

　（クレジット決済orコンビニ払いorペイジー）

　　　　　　　＋

郵送での必要書類の提出

出願～受験までの流れ

❶ 出題

PEARSON VUEから「願書受理のお知らせ」メールが
届きます
（メールはすべて日本語です）

・受験するために必要な情報が記載されています。
・ 試験予約など、オンラインでの手続き方法が記載さ

れています。

❷ 願書受理のお知らせ

出願手続き完了　約2週間後･･･

メールに記載されているURLから「PEARSON VUEア
カウント」へログインし試験予約

・予約変更、予約の一時保留*も行うことができます。
・24時間いつでも手続きを行うことができます。

 * 予約の一時保留：一度行った試験予約をキャンセル
し、予約手続きを保留にすることです。

❸ 試験予約



〒270-0152　千葉県流山市前平井85
TEL：04-7197-2064｜FAX：04-7197-2075

特定非営利活動法人 NSCAジャパン




