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2022 年 10 月吉日 
第 1 次通信教育講座受講者及び 
受験資格保有者各位 

 
日本テクニカルアナリスト協会 

資格試験委員会 

 

2023 年 1 月テクニカルアナリスト 

第 1 次資格試験のご案内 
 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、掲題試験を下記の通り実施いたします。 

受験を希望される方は、実施要項をご参照のうえ、お申し込みください。 

敬具 

記 

実施要項 

受験資格 第 29回～第 34回 第 1次通信教育講座 受講修了者 

概要 出題範囲：第 1次通信教育講座テキスト 
出題形式：マークシート（○×形式）250問 

日時 
2023年 1月 15日 (日)  午後 1時 45分～4時 
                 ※事前説明 午後 1時 45分～ 
                 ※試験開始 午後 2時～ 

（受付は午後 1時より行います） 

試験会場 1）東京：【AP東京八重洲】 
2）大阪：【北浜フォーラム】 
※お申込み後の会場変更はできません。 

合否の発表 2023年 2月上旬 当協会ホームページにて合格者の発表を行います。 
発表日当日、結果通知書も発送します。送付書類をもって正式通知とします。 
※合否及び採点結果についてのお問い合わせにはお答えいたしません。 

試験当日に 
持参する物 

 

写真付きの身分証明書（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等） 
受験票（QRコード）※スマートフォン可、印刷可 
筆記用具（Hまたは HBの鉛筆等・消しゴム）、時計 

 

https://www.ntaa.or.jp/


 

   

 

 

1.受験の申込 

第 29 回（2019 年 12 月受講開始）～第 33 回（2021 年 12 月受講開始）受講生 

ホームページより 
お申し込み 

「日本テクニカルアナリスト協会ホームページ」の 
「2023年 1月第 1次資格試験申込」より必要事項を入力して送信してください。 
※インターネット環境をお持ちでない方は事務局までご連絡ください。 
日本テクニカルアナリスト協会 HP：https://www.ntaa.or.jp   

 
第 34 回（2022 年 6 月 Web 受講開始）受講生 

Web 通信教育講座
画面よりお申し込
み可能 

「Web通信教育講座」のプルダウンメニューから「第 1次資格試験受験申込」を 
選び、協会ホームページの「2023 年 1 月第 1 次資格試験申込」より必要事項を入力
して送信してください。ホームページから直接お申込みもできます。 

 
2.受験料の振込 

受験お申込み後、速やかに下記指定口座へ受験料をお振込み下さい。 

【振込先】三菱 UFJ銀行 日本橋支店 普通 2017789 
特定非営利活動法人 日本テクニカルアナリスト協会 
トクヒ）ニホンテクニカルアナリストキョウカイ 

【受験料】11,000円 ※12月 14 日迄にお手続きください。 
（振込手数料は、受験申込者負担となります。） 

 
3.受験申込締切 

2022 年 12 月 14 日（水）16：00 迄（お申込み・受験料振込） 

 
4.受験票の送信とキャンセル 

(1)受験票 
（QRコード）の 
送信について 

入金の確認ができた方から、順次、「受験票（QRコード）」をご登録のメールアドレス
宛に送信いたします。受験票は試験当日まで大切に保管してください。受験票は印刷
されるかまたは、スマートフォンの画像として当日ご用意ください。 
※受験票を忘れた方は受験することができません。 
※受験票が 2022年 12月 21日(水)までにお手元に届かなかった場合、事務局までご連
絡ください。 

(2)受験キャンセル 申込締切（12月 14日）以後は、受験料の返金はできません。 

(3)注意事項 別紙 「2023年テクニカルアナリスト第 1次資格試験における新型コロナウイルス感
染症への対応について」 をご覧ください。 
試験当日に欠席される場合は事務局まで必ずご連絡ください。 
新型コロナ感染の疑義のある症状（発熱、鼻水、のどの痛み、咳など）を伴う体調不
良で試験を欠席された場合、次回試験に振替をいたします。 

 
■問合せ先 
日本テクニカルアナリスト協会 事務局 Email：office@ntaa.or.jp 

https://www.ntaa.or.jp/
mailto:office@ntaa.or.jp


 

   

 

 

 
【協会ホームページからのお申込み】 
 

 
 
 
①ＮＴＡＡホームページ 
受験・受講案内より 

『テクニカルアナリスト 
 第１次資格試験受験申込』 
からお申込みください。 

 
 
② 受験申込画面より、必要事項を入力の上、送信してください。 
 
③ 受験料の振込手続きをお願いします。（受験料 11,000 円） 
 
④ 事務局にて受験料の確認が取れ次第、ご登録の『メールアドレス』に 
受験票・注意事項が届きます。 

 
⑤ 受験票・注意事項は、画像を保存されるか、印刷して 
  試験当日お持ちください。 
 
⑥ 当日はQR コードをバーコード読取り機に 
  かざして受付をお願いします。 
 
 
 
 
【Web 通信教育講座画面からのお申込み】 

Web通信教育講座のプルダウンメニューから 

「第 1 次資格試験受験申込」を選択し、 

協会ホームページへお進みください。 

その後の流れはホームページからのお申込み

と同じです。 

 

 
 



 

   

 

 

試験会場  
■東京試験会場：AP東京八重洲 

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-10-7 KPP 八重洲ビル 
＜交通のご案内＞JR 各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩 6 分／都営浅草線「宝町駅」 徒歩約 4 分 
          東京メトロ銀座線「日本橋駅」 歩約 5 分・「京橋駅」 徒歩約 4 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■大阪試験会場：北浜フォーラム 
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 1-8-16 大阪証券取引所ビル 3F 
＜交通のご案内＞地下鉄堺筋線 北浜駅 1Ｂ番出徒歩 1 分 

 京阪電鉄 北浜駅 27 番・28 番出口徒歩 1 分／御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩 7 分 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tc-forum.co.jp/ap-yaesu/access/
http://kitahama-forum.com/access/


 

   

 

 

【重要】 

202３年テクニカルアナリスト第１次資格試験における新型コロナウイルス感染症への 

対応について 

 
【受験者の皆様へのお願い】 
受験される皆さまには、感染拡大防止のため、以下の対応にご協力をお願いするとともに、 

記載事項について、予めご理解・ご了承いただくようお願いいたします。 

 
以下に該当する方は、他の受験者への感染リスクを考慮し、受験をご遠慮下さい。 
 
 新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院又は宿泊療養施設等の解除が認められていない方 

 
 試験当日、発熱（37.5度以上）や咳、体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染
の疑いのある方 

 
 保健所から濃厚接触者に該当するとされ、各自治体が定める自宅待機要件の解除が認められ
ていない方 
 
 
 
 
 
 
＜東京都：療養者・濃厚接触者の方へ＞     ＜大阪府：濃厚接触者の方へ＞ 
 
 

 海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていない方 
 
 
厚労省：＜入国時の検疫措置等について＞ 
 

 
 
感染症法に基づく情報提供について 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等」（感染症法）に基づき、

行政機関等から個人情報の提供要請があった場合、個人情報を提供することがあります。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/youseinoukoujigyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


 

   

 

 

 
【試験当日の注意事項】 
 試験当日は、試験会場へ来場する前に各自で検温を行い、37.5度未満であることを確認して
下さい。 

 試験会場での検温で、37.5 度以上の発熱がある方は、受験できません。 
 マスク（不織布マスクをお勧めします）を着用していない方は、入場できません。必ずご自
身でご用意下さい（会場での用意はありません）。 

 常時マスクの着用をお願いしますが、試験時間中の本人確認時には、監督者の指示に従いマ
スクを外していただくよう、お願いします。 

 会場に消毒液を設置していますので、会場に入る際には、使用して下さい。携帯用手指消毒
用アルコールや消毒シートを持参して、試験前、試験後に使用することは差し支えありませ
んが、試験中はカバンにしまって下さい。 

 会場では、換気のため、試験時間中もドアや窓を開放します。冷暖房が十分に効かない可能
性がありますので、室温の変化に対応できる着脱のしやすい服装でお越し下さい。 

 試験時間中に発熱や咳等の症状が見られた場合は、受験を中止し退室していただきます。 
 試験時間以外の会場内での会話および移動は、最小限に留めて下さい。 
 使用済みのマスク、アルコールシートなどは、すべて各自で必ず持ち帰って下さい。 
 今後、政府あるいは各自治体等の新型コロナウイルス感染症に関する要請等の内容によって、
お願い事項を追加する場合があります。 

 
【試験会場での感染予防策】 
 監督者は試験当日の朝に検温を行い、体調に問題ないことを確認します。 
 監督者は常時、マスクを着用し、手洗い・手指の消毒をこまめに実施します。 
 監督者はマスク等を着用します。 
 会場に消毒液を設置します。 
 ソーシャルディスタンスに配慮して、各会場の収容人数には十分にゆとりを持ったレイアウ
トで実施します。着席場所は、監督者の指示に従って下さい。 

 会場内の窓やドアを開け、換気を行います。その際、室内の気温変化や、外部の騒音などの
可能性がありますが、安全確保のためですので、ご了承願います。 

 「三密」回避のために、会場内での誘導、掲示物などによる注意喚起を実施します。 
 

＜お問い合わせ先＞ 

日本テクニカルアナリスト協会 事務局 

〒103-0026東京都中央区日本橋兜町 3-3   TEL： 03- 5847–2231 

E-mail: office@ntaa.or.jp 



 

   

 

 

【新型コロナウイルス感染症の感染の疑いで欠席する場合】 

 

新型コロナウイルス感染症の感染の疑い（以下の症状）があり、試験を欠席される 

場合は、必ず事務局までご連絡ください。 

 

 

 

＜発熱＞    ＜喉の痛み＞     ＜咳＞     ＜体調不良＞ 

 

ＮＴＡＡ事務局 MAIL： office@ntaa.or.jp 

 TEL： 03-5847-2231（月～金 9：00～16：00） 

（試験当日 9：00～） 

 

※新型コロナウイルス感染症の疑義のある症状（発熱、鼻水、のどの
痛み、咳など）を伴う体調不良で受験を欠席する場合、 
試験当日の開始時間（14：00）までに当協会へご連絡をいただいた 
場合に限り、次回、7 月に実施予定の第 1 次資格試験への振替受験と
します。 

 
 

【重要】2022年テクニカルアナリスト第 1次資格試験における新型コロナウイルス感染症への 


