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PMI®へ個人情報の登録

（2020年9月更新）
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＜1＞PMI®のトップページ（https://www.pmi.org/）にアクセスし、右上にある「Register」をクリックする。

＜2＞個⼈情報を⼊⼒する。内容を確認し、画⾯左下の「CREATE ACCOUNT」（4ページ参照）を
クリックする。

2

次ページにつづく

名（First Name） 例）TARO

姓（Last Name） 例）YAMADA

Emailアドレス（⼊⼒ミスに注意）

PMI®に関する商品、サービス、イベント
などの情報の受け取りを希望する場合は
チェックを⼊れる。

国籍を選択

＜注意＞
不要なスペースが⼊らないよう、ワークシートからコピー
するときは、文字のみをコピー＆ペーストしてください。

ｋ



© 2020 I-Think Corporation 3

前ページのつづき

次ページにつづく

ｋ

現在の職務名称に最も合うものを選択

⽣まれた年を選択

フルタイム勤務での職務経験の合計年数を選択

所属している会社名

4週間以上のプロジェクトマネジメント経験年数を選択

キャリアにおけるプロジェクトマネジメントの位置づけ
として最もあてはまるものを選択 （6ページ参照）

プロジェクト/プログラムマネジメントオフィス（PMO）
もしくはプロジェクトマネジメントに特化したグループ
はありますか︖（6ページ参照）
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パスワード(Password)

ユーザー名(Username)

パスワードを再度⼊⼒

上記質問の回答

セキュリティに関する質問を選択
（下記参照）

前ページのつづき

Security Question（セキュリティに関する質問）

What city was your mother born in? （⺟親の出⽣地の市町村名）

What city were you born in? （ご自身の出⽣地の市町村名）

What hospital were you bone in? （⽣まれた病院名）

What is your Mother’s Maiden Name? （⺟親の旧姓）

What was the model of your first car? （最初の⾞のモデル）

What was the name of the first school you attended? （小学校名）

What was the name of your favorite teacher? （大好きな先⽣の名前）

What was the name of your first employer? （最初の雇い主の名前）

What was your first pet’s name? （最初に飼ったペットの名前）

セキュリティに関する選択項目一覧
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＜4＞「APPLY NOW FOR YOUR PMP」をクリックする。
引き続き、PMP®受験申請を実施する。

＜3＞画⾯左下の「LEARN MORE ABOUT THE PMP」をクリックする。

中 略
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How much do you influence the PMO’s decisions on methods, practices, and approaches 

to employ within your organization? 
(組織に採用する際の手法・実践・アプローチにおいて、PMOの決定にどの程度の影響⼒がありますか︖）

I am the primary decision maker （主要な意思決定者である）

I am very involved in the decisions but not the primary decision maker 
（意思決定にかなりかかわっているが、主要な決定者ではない）

I am somewhat involved in decisions （意思決定に少しかかわっている）

I am not very involved in decisions （意思決定にあまりかかわっていない）

I am not at all involved in decisions （意思決定に全くかかわっていない）

Which best describes how you view project management as it relates to your career? 
(キャリアにおけるプロジェクトマネジメントの位置づけとして最もあうものはどれですか)

It is my profession. (私の職業です）

It is one of the skills I need to perform my current role.
(現在の役割を果たすために必要なスキルの1つ)

It is my current role, but I'm not interested in making it my long term profession.

（現在の役割だが、⻑期の職業にすることに関⼼がない）

Other （その他）

Does your organization have a project/program management office (PMO), or a group 

devoted to project management?(PMO)?
(あなたの組織はプロジェクト/プログラムマネジメントオフィス(PMO)もしくはプロジェクトマネジメント
に特化したグループがありますか︖)

Yes No I don’t Know

↓(Yesを選択した場合)

Are you part of the leadership team for your organization's project management office

(PMO)? (あなたの組織のPMOで、あなたはリーダーシップチームのひとりですか︖)

Yes No

↓(Yesを選択した場合)

3ページの選択項目一覧

【 参考 】 “Tell Us More About You” の回答について


