MCT 登録と更新クイック リファレンス ガイド
概要
マイクロソフト認定トレーナー (MCT) プログラムは、1 年間の会
員制プログラムです。会員はオンライン申請に必要事項を入力し、
年会費を支払ってプログラムの登録要件を満たすと共に、毎年認
定を更新する必要があります。
このクイック リファレンス ガイドでは、MCT の登録方法や 2013
年の認定更新方法を説明します。
重要な日程

年 3 月 1 日 – MCT 登録ツール使用開始
月初め - 既存の MCT に電子メールを送信 (日にちは地域に
よって異なる)
•
2013 年 4 月 30 日 – MCT 登録ツール使用終了
MCT 登録ツールにアクセスし、Microsoft アカウント (旧 Windows
Live ID) を使用してサインインします。
•
•

2013
3

このガイドの使用方法
登録プロセスを開始する前に、次のものを用意する必要があり
ます。
• Microsoft アカウント (旧 Windows Live ID)
• Metrics that Matter (MTM) ID
• 会費 (地域によって異なる) の支払い承諾書
このクイック リファレンス ガイドは、新規の MCT と、認定
を更新する MCT の両方を対象としています。
初めてこのプログラムに登録する新規 MCT
2 ページ (認証 – 新規登録) の ステップ 1 ～ 5 を実行します。
次に、4 ページの「検証と課金情報」のステップ 1 ～ 17 を実
行します。
2013 年のプログラムに再登録する既存の MCT
3 ページ (認証 – 更新) のステップ 1 ～ 4 を実行します。
次に、4 ページの「検証と課金情報」のステップ 1 ～ 17 を実
行します。
最終ページに、詳細リソースへのリンクがあります。

認証 – 新規登録
1. MCT
MOS

新規 MCT 登録申請を作成する] をクリックします。
「契約」のページで MCT プログラム ガイドと MCT プロ
グラム契約を読みます。
MCT プログラム ガイドと MCT プログラム契約に同意す
るためのチェック ボックスをオンにして、[次へ] をク
リックします。

2. [
3.

4.

登録ツールに直接ログインするか、MCP または
メンバー サイトからこのツールに移動します。

5.

個人情報を確認し、次にページ下のフィールドに
Metrics that Matter (MTM) ID を入力します。MTM ID を
まだ取得していない場合は、[Metrics that Matter (MTM)
ID を申請する] をクリックします。

認証 – 更新
登録ツールにログインしたら、[新規 MCT 登録申請
を作成する] をクリックします。

1. MCT

注意: [申請のステータス] ボックスには、今年の申請のみが表
示されます。これが、昨年までと異なる点です。
2.

3.

「契約」のページで MCT プログラム ガイドと MCT プロ
グラム契約を読みます。
MCT プログラム ガイドと MCT プログラム契約に同意す
るためのチェック ボックスをオンにして、[次へ] をク
リックします。

などの個人情報を確認しま
す。MTM ID を変更する必要がある場合は、[編集] をク
リックします。

4. Metrics that Matter (MTM) ID

検証と課金情報
注意: 前述の 認証 – 新規登録 (2 ページ) または認証 – 更新
(3 ページ) の手順を参照してください。
1. [主なトレーニング対象者] と [雇用形態] をドロップダウ
ン ボックスから選択します。
注意: Microsoft IT Academy ID を取得しているが、その ID
が分からない場合は、ITA 管理者に問い合わせてください。
セキュリティ上の制約により、カスタマー サービスではこ
の番号をお知らせすることはできません。
4.
2.

3.

雇用形態が Microsoft Learning Partner または Microsoft
IT Academy である場合は、割引の適用を受けるために
ID 番号を入力します。
所属組織があなたの更新会費を支払うことに同意してい
る場合は、最初のラジオ ボタンを選択します。それ以外
の場合は、[私自身で年会費を支払います] を選択します。

登録フォームに入力したすべての情報が正しいことを確認
したら、署名ボックスの下に表示されているとおりに正し
く署名を入力します。

次へ] をクリックします。

5. [

6.

10.

「マイクロソフト認定トレーナー検証」ページで、ダイア
ログ ボックスにバウチャー番号を入力します (バウチャー
番号を持っている場合)。

続行] をクリックします。

「発送先」ページで、ウェルカム キットを受け取るため
の連絡先情報がすべて正しいことを確認します。

7. [
8.

「製品情報」ページで、[価格] と [数量] フィールドの情報
が正しいことを確認します。バウチャー番号を入力した場
合は、割引が適用されます。

今すぐ購入する] をクリックします。

9. [

続行] をクリックします。

11. [
12.

「課金情報の入力」ページで支払オプションを選択して、
支払いの詳細と請求先住所が正しいことを確認します。
注意: あなたに代わって所属組織が会費を支払う場合は、
所属組織の連絡先情報が表示されます。
続行] をクリックします。

13. [

14.

「確認と発注」ページで、すべての情報が正しいことを確
認します。

同意する] のチェック ボックスをオンにして、購入に関
する使用条件に同意します。
16. [発注] をクリックします。

15. [

17.

「領収書」ページで [領収書を印刷] をクリックすると、
領収書を印刷して保管しておけます。

詳細情報
• マイクロソフト認定トレーナー メンバー サイト
• Born to Learn ブログ
• アクセス コード リセット ツール
• Metrics That Matter (MTM) ID の申請
• https://partner.microsoft.com/

問い合わせ先
マイクロソフト地域サービス センター で、以下のような問い合
わせに対応します。
• 申請のステータスについての問い合わせ
• ウェルカム キットのステータスについての問い合わせ
• Microsoft ラーニング DVD の注文 (必要な場合)
• MCT プログラム全般についての質問
• 成績証明書の更新
• 現在申請中の更新のキャンセル

