
APN Partner向け
新しいAWS Training and Certification Portal

の使用方法と認定試験申込方法

※一般のお客様（非APNパートナーの方）は手順が異なるため、
お客様向け手順に従ってください

手順は https://aws.amazon.com/jp/training/ に公開しています

https://aws.amazon.com/jp/training/


目次

1. 既存のお客様への案内メール

2. 新ポータルへのサインイン

3. 認定試験データの移行

4. 認定試験の申込み方法

5. クラスの申込み方法



１．既存のお客様への案内メール
過去に認定試験を受験された方は移行が必要となります（手順のメールが送付
されている方は合わせてご確認ください）
新規のトレーニング受講者は次ページからご覧ください
タイトル：新しい AWS Training and Certification Portal – アカウントの
セットアップ

○○○様

新しい AWS Training and Certification Portal <https://www.apn-
portal.com/LmsSsoRedirect> がリリースされました。

これにより、同じ場所から、AWS トレーニングを検索して申し込み、認定
試験に登録し、取得した AWS 認定に基づいた特典にアクセスできます。
APN Partner は、APN Portal 資格情報を使ってサインインできます。
以前の AWS Training の履歴は、新しいAWS Training and Certification 
Portal に自動的に移行されています。
サインインしたら、[トレーニングデータ] をクリックして、これまでのト
レーニング履歴を確認できます。

必要な作業
自分の AWS Certification Webassessor アカウントを結び付ける
AWS Certification Webassessor アカウントがある場合は、自分の
Webassessor 試験履歴を結び付ける必要があります。

1. ポータルにサインインして、上部のナビゲーションバーで [認定] をク
リックします。

2. [AWS 認定アカウントの管理] をクリックします。
3. 表示されるメッセージに従って認定履歴を結び付けます。
4. 作業が完了したら、[認定] ページに戻ります。[AWS 認定アカウントの
管理] をクリックし、
次に取得済みの認定を表示するためのボタンをクリックして試験履歴を表示
します。

これでセットアップが完了しました。

AWS Training and Certification Portal <https://www.apn-
portal.com/LmsSsoRedirect> を使って、
提供中の最新の AWS トレーニングと認定、および AWS の専門家による学
習パスを確認できます。今後のため、このページをブックマークしてくださ
い。

ご不明な点やヘルプが必要な場合は、「AWS トレーニングに関するよくあ
る質問 <https://aws.amazon.com/training/faqs/>」を参照してくださ
い。
今後ともよろしくお願いいたします。

AWS Training and Certification 
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２−１．新ポータルへのサインイン
新しいAWS Training and Certification Portal
https://www.aws.training/にアクセスし「サインイン」

クリック

https://www.aws.training/


２−２．新ポータルへのサインイン
「APNポータルからログイン」をクリック

クリック

※APNパートナーの方は新ポータルで
新たにアカウントを作成する必要はありません。

すべての操作はAPNポータル経由で行いますのでご注意下さい。

こちらは一般のお客様向け
（非APパートナー）用なので

無視



２−３．新ポータルへのサインイン
APNポータルアカウント情報を入力して「サインイン」

クリック

APNポータルアカウントが
未登録の方はこちらから登録
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クリック

３−１．認定試験データの移行
AWS認定の管理画面にアクセス



クリック

３−２．AWS認定アカウントとの連携（旧認定試験情報の移行）
「AWS認定アカウントの管理」をクリック



参考：新たにAWS Certification アカウントを
作成される方はこちらをクリックしてください

３−５の手順をご確認ください

従来の認定試験申し込みサイトである
Webassessorに登録済のメールアドレスを入力後、

「Link AWS Certification Account」をクリックしてください。
メールが送信されますので、３−４の手順に従い

メール上のリンクをクリックするとアカウントが紐づけられます

３−３．AWS認定アカウントとの連携（旧認定試験情報の移行）
AWS認定アカウント作成 または 既存アカウント（WebAssessor）との連携



＜ noreply@amazon.comからの確認メール＞

３−４．AWS認定アカウントとの連携（旧認定試験情報の移行）
既存アカウント連携を行う場合、送付される以下のメールのリンクをクリック

mailto:noreply@amazon.com


××

××

××

クリック

内容の確認

３−５．AWS認定アカウントとの連携（旧認定試験情報の移行）
新規アカウント作成の場合、内容確認の上「はい」をクリックし、登録完了
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４−１．認定試験の申し込み方法
「試験のスケジュール」をクリック

クリック



４−２．認定試験の申し込み方法
「試験の申し込み/管理」をクリック

クリック



４−３．認定試験の申し込み方法
「試験の管理」をクリック

クリック



４−４．認定試験の申し込み方法
試験のスケジュール設定と管理サイト「Webassessor」へログイン

クリック



４−５．認定試験の申し込み方法
試験のスケジュール設定と管理サイト「Webassessor」より
「試験の申し込み」を実施

「試験の申し込み」をクリック
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５−１．クラス申し込み方法
「トレーニングの検索」をクリック

クリック



実施形式「クラスルーム」
言語「日本語」

で「絞り込み検索をかける」をクリック

５−２．クラス申し込み方法
日本語提供のクラスルームトレーニングを絞り込んでコースを検索



該当するコースの「クラスの検索」をクリック

５−３．クラス申し込み方法
日本語提供されている対象コースを選択し、「クラスの検索」をクリック



５−４．クラス申し込み方法
「提供元」で再度絞り込み検索をかけて、日付を確認し「詳細」をクリック

※バウチャーを使う場合
当社提供のコースのみ
バウチャー適用可能

提供元「 Amazon Web Services」で
絞り込み検索

※絞り込み検索しなかった場合は
AWSトレーニングパートナーの

提供コースも表示

日付と場所を確認し「詳細」をクリック

カレンダー表示の場合は
こちらをクリック



５−５．クラス申し込み方法
コース内容と残席状況を確認して「登録」をクリック

提供元、会場住所、日時、料金（税抜）を
確認の上、「登録」をクリック

残席０の場合は、
「キャンセル待ちに加わる」をクリックして
キャンセル待ちリストに登録することが可能



５−６．クラス申し込み方法
バウチャーコードまたはクレジットカードを使用して支払い

通常はこちらから
クレジットカード支払いに進む

割引コード欄に
「バウチャーコード」を入力して

「適用」をクリック
価格が¥0となった場合は

支払いがスキップ



５−７．クラス申し込み方法
支払いのため新ポータルのアカウント（amazon.co.jpアカウント）でログイン

最初に登録した新しいAWS 
Training and Certification 

Portal のアカウントで
「サインイン」

サインイン後、新しいAWS 
Training and Certification 

Portal のアカウント
（Amazonアカウント）に
クレジットカード情報を

紐づける



５−８．クラス申し込み方法
amazon.co.jp アカウントの支払方法を紐付け

＊＊＊ ＊＊＊

クリック



５−９．クラス申し込み方法
クレジットカードの支払情報を登録（登録済みの場合は省略可能）

「新規追加」からク
レジットカード情報

を追能



５−１０．クラス申し込み方法
クレジットカードで支払いを実施

適切なクレジット
カード情報を選択し
て「支払いをする」

をクリック



５−１１．クラス申し込み方法
無料Eラーニングの申し込み

クリック



５−１２．クラス申し込み方法
無料Eラーニングの申し込み 実施形式「オンライン」

言語「日本語」
で「絞り込み検索をかける」をクリック

以下のEラーニングが受講可能

AWSビジネスプロフェッショナル
AWSテクニカルプロフェッショナル
AWS TCO and Cloud Economics



ご不明な点やヘルプが必要な場合は、

「AWS トレーニングに関するよくある質問 」

をご参照下さい

https://aws.amazon.com/training/faqs/

もしくは

「お問合せフォーム」

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-training/

よりご連絡下さい
（※問い合わせの際は、アカウント作成に利用したメールアドレスをお知らせください）

お問い合わせ先

https://aws.amazon.com/training/faqs/
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-training/

