
 

                                                         

《IELTS受験要綱》 

 
お申込は英検 IELTSのウェブサイトから手順に従って行ってください。http://www.eiken.or.jp/ielts 

IELTSには「Academic」と「General Training」の 2つのモジュールがあり、試験日によっては、開催されるモジ

ュールが限定されておりますので、必要なモジュールが設定されている日を選択してお申込ください。 

 

1. 申込登録 
お申込は定員制となっております。 

受験料は 25,380円です。 

 

申込締切日は以下の通りです。ただし、定員に達してしまった場合は、それよりも早く締め切る場合がござい

ます。 

【2017年 8月までの試験にお申し込みの方】 

筆記試験 5週間前の金曜日 17:00（木曜実施の場合は 5週間前の水曜日） 

※会場によってはレイトレジストレーションを行う場合があります 

レイトレジストレーションの申込締切日：筆記試験 19日前の月曜日 12:00（昼） 

（木曜実施の場合は土曜日） 

【2017年 9月以降の試験にお申し込みの方】 

筆記試験 19日前の月曜日 12:00（昼）（木曜実施の場合は筆記試験 19日前の土曜日） 

 

未成年者が受験される場合、申込完了時点で申込について保護者の同意を得たものとして取り扱いますの

で、ご了承ください。 

 

決済完了後のキャンセルにつきましては事務手数料（6300円）が発生します。また申込締切日を過ぎますと、

キャンセル自体が出来ません。 

 

セッションや開催地によっては、スピーキングテストが筆記試験と別の日に開催されます。 

Webページ上の「テスト会場と日程」（http://www.eiken.or.jp/ielts/schedule/）で申込登録前にスケジュール

を確認してください。 
 

申込登録には、受験日当日有効なパスポートが必要です。 

申込登録後、本人確認書類としてパスポートの写真ページのカラーコピーを IELTS事務局に予め提出してい

ただきますが、コピーと異なったパスポートや他の本人確認証明書（免許証など）を持参されますと受験がで

きません。試験当日には申込登録時に使用した当日有効なパスポート原本を持参した場合のみ受験が可能

です。 

 

公益財団法人日本英語検定協会は、申込登録の過程で入力していただきました全ての情報に対して、手順

を完了させなかった場合を含み、申込登録の際のミスについての責任は負いかねます。 

そのような場合、申込登録を完了させることやキャンセルの取り消し、お席の確保、受験料の払い戻し、入力

された情報の修正（モジュール・試験日・受験都市 等）は行いません。以下のような場合を含みます。 

① 申込登録のすべての手順を完了させなかった場合 

② コンビニ・ゆうちょ ATM払いを選択し、支払期間内に受験料を支払わず自動キャンセルになった場

合 

③ 期日までにパスポートのコピーが事務局に到着しなかった場合 

④ 間違ったモジュール・試験日・受験都市で申込登録した場合 (*1) 

⑤ 間違った情報を入力した場合 

⑥ 入力した連絡先(メールアドレスや電話番号)に連絡が取れない場合 

⑦ 申込登録をした試験を誤ってキャンセルしてしまった場合 

⑧ ブリティッシュ・カウンシル様主催の「IELTS for UKVI」「IELTS for Life Skills」の申込登録をすべきと

ころ、誤って「IELTS」の申込登録をした場合 

 
（*1）申込締切日までであれば、空席がある場合に限り、モジュール・試験日・受験都市のうち一部またはすべてを１回のみ、 

「マイページ」上から無料で変更が可能です。 

２回目以降の変更には所定の手数料(6,300円)がかかります。事務局にお問い合わせください。 

 

http://www.eiken.or.jp/ielts
http://www.eiken.or.jp/ielts/schedule/


 

                                                         

2. 本人確認書類の送付 
オンライン申込受験登録完了画面の指示に従って、パスポートの写真ページのカラーコピーを管轄の IELTSテ

ストセンター宛に申込日から 10 日以内に必着でお送りください。ただし、最終の締切必着は、筆記試験 15 日

前の 17：00 となります。 

 

《東京・横浜・埼玉・札幌・仙台･松本・金沢会場受験の場合》 

162-8055 

東京都新宿区横寺町 55 

公益財団法人日本英語検定協会 IELTS東京事務局 

 

《大阪・名古屋・神戸・京都・広島・岡山・福岡会場受験の場合》 

530-0002 

大阪市北区曽根崎新地 1-3-16 京富ビル４F 

公益財団法人日本英語検定協会 IELTS大阪事務局 

 

 

3. キャンセル・変更・払い戻し 

 
【重要】 2015 年 2 月の英国政府の発表に伴い、2015 年 4 月から、従来の「IELTS」に加え、「IELTS for UKVI」、

「IELTS for Life Skills」という試験が世界中で導入されましたが、この新しい「IELTS for UKVI」と「IELTS for Life 

Skills」の国内実施団体は、公益財団法人 日本英語検定協会ではなく、ブリティッシュ・カウンシル様です。 

「IELTS for UKVI」や「IELTS for Life Skills」を受験すべきでありながら、誤って日本英語検定協会の運営する

「IELTS」を登録してしまった場合のキャンセル・変更・払い戻しには一切応じられませんので予めご了承ください。 

 
【キャンセルについて】 

キャンセルは、申込締切日まで受け付けています。「マイページ」の【登録内容確認・変更・キャンセル】ページ

からご自身で手続きを行ってください。但し、レイトレジストレーションの場合は、いかなる場合も試験のキャン

セルはできません。 

 

キャンセル申請が受理された場合は、後日、手数料(6,300円)を差し引いた残金を銀行振込にて払い戻しま

す。 

また、誤って試験登録キャンセルボタンを押された場合、データ復帰は出来かねるため、キャンセルと見なさ

れます。ご注意ください。 

 

【試験の変更について】 

変更は、その時点で変更希望先に空席がある場合にかぎり、モジュール・試験日・受験都市のうち一部また

はすべてを 1回のみ、申込締切日まで可能です。但し、レイトレジストレーションの場合は、いかなる場合も試

験の変更はできません。 

 

「マイページ」の【登録内容確認・変更・キャンセル】ページからご自身で変更してください。 

2回目以降の変更については所定の手数料(6,300円)がかかります。テストセンターに直接お問い合わせ下

さい。 

 

【当日欠席で受験料払戻しが可能なケースについて】  

以下に当てはまる場合は、当日欠席されても、証明書と申請書の提出によって、所定の手数料(6,300円)を

差し引いた金額を払い戻せる場合がございます。 

試験日から数えて 3日以内に管轄のテストセンターにご連絡ください。 

① 試験当日に重篤な疾患により受験が不可能な場合。 
軽傷、風邪等の場合は適用されません。診断書の内容によっても返金できないケースがありますので、IELTS事務局へご確認くだ

さい。 
② 公共交通機関が停止し、明らかに試験会場に来場することが不可能な状況であった場合。 
     公共交通機関発行の証明書の提出が必要です。 

但し、電車等が全体的に遅れていても運行されている場合は、遅刻の原因にはならない場合もございますので予めご承知置きくだ

さい。 

③ 三親等以内の親族の死去に伴い、葬儀に出席する場合。 
試験当日に葬儀が行われたことが分かる書類の提出が必要です。（例： 死亡診断書、会葬礼状） 



 

                                                         

 

‘①及び②の払い戻しに必要な証明書はいずれも原本とし、②は試験から 3 営業日後の 17 時、①・③は試験から 5 営業

日後の 17 時必着で IELTSテストセンター宛にお送りください。 

 

 

4. 受験上の注意 
◆IELTS事務局は、全世界共通の IELTS 実施規定に従い、厳正かつ公正な実施と運営が行われています。

試験当日は、受付時間内に本人登録/照合(*2)を行ってください。受付時間を過ぎますと受験はできません。 

 
（*2）本人登録/照合： IELTSはセキュリティ管理の高い試験であるため、受験をする際には必ず受ける必要があります。そのため当日の集合

時間は厳守してください。遅刻をされたり、パスポート不備等により本人登録/照合を完了できなかった方は、どの技能も受験して頂くことが

できません。この場合、受験料返金も振替受験も致しかねますので予めご了承ください。 

 

◆パスポート： 

お申し込み後にパスポートを更新した場合 

筆記試験 3日前まで（土曜実施の場合は水曜日。木曜実施の場合は月曜日）に更新後のパスポートのスキ

ャンデータまたは画像を IELTS事務局までメールでお送りください。 

通常事務局より、メールまたはお電話にて受領連絡をいたしますが、試験前日の 15:00までに連絡がない場

合は、お手数ですが事務局までご一報ください。試験当日は更新後のパスポートをご持参ください。 

期日までに更新後のパスポートのスキャンデータまたは画像をお送り頂けない場合、受験をお断りしますの

でご注意ください。 

ビザ申請の場合 

IELTSお申し込み後に、IELTSを利用した留学・移住等の目的で止むを得ずビザ申請をされ、試験当日にパ

スポートがお手元にない場合は、手数料（6,300円）を差し引いた受験料の返金を致します。試験日前に管轄

の事務局にご連絡ください。 

 

◆受験確認書： 筆記試験 15日前の金曜日（木曜実施の場合は 15日前の水曜日）の 19:00以降、「マイペ

ージ」内の【登録内容確認・変更・キャンセル】でダウンロード可能です。試験情報は全てこの受験確認書でご

確認ください。 

PC、スマートフォン、タブレット型端末などで内容をご自身で確認できれば、当日提示の義務はありませんの

で印刷して持参する必要もありません。郵送でのお知らせは行っておりません。 
 

◆試験会場： 「マイページ」の受験確認書でお知らせします。筆記試験とスピーキング試験の会場が異なる

場合があります。本人登録/照合があるため集合時間は厳守してください。遅刻者の受験は認めていませ

ん。 

 

◆携行品： 

【筆記試験】 原則として筆記試験教室へ持込可能なものは以下の 4点です。腕時計を含む電子機器の持込

はできません。  

・カバーやシールが付いていない状態のパスポート（原本）  

・黒鉛筆（キャップなし。シャープペンシルは不可）  

・消しゴム（カバーなし）  

・水（炭酸水不可、ラベルを剥がした無色透明なプラスチックボトル入り） 

  

その他の荷物や貴重品、携帯電話などは施錠可能な手荷物室に置いていただきます。 

荷物は最小限に、また貴重品はなるべく持参されないようにお願いいたします。公益財団法人 日本英語検

定協会は、お預かりした荷物の紛失や損傷に対して、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。 

 

【スピーキング試験】 原則としてスピーキング試験教室への持込可能なものは申込登録時に登録した受験日

当日有効なパスポートのみです。 

パスポート以外の全てのお荷物（貴重品・電子機器も含む）は指定の場所に置いてください。 

IELTSの規則により試験教室へはパスポート以外持込禁止となっております。試験当日の荷物は最小限に、

また貴重品はなるべく持参されないようお願いいたします。公益財団法人日本英語検定協会は、お預かりし

た荷物の紛失や損傷に対して一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

 



 

                                                         

◆試験結果： 筆記試験日の 13日後に発送させていただきます。また、同日 13:00に「マイページ」の【試験

結果閲覧】から確認していただけます。 

規定により、1 技能でも欠席または途中棄権されると、それ以降に続く技能の受験資格が失効します。よって、

試験結果は 4技能全てを受験された場合のみ発送・通知されますので、予めご了承ください。 

 

◆その他： 受験規則や試験監督の指示に従っていただけない場合、カンニング行為が認められた場合、そ

の他違反行為が認められた場合、受験者は受験資格を失い、受験料の払戻しも行いません。 

 

インフルエンザその他の感染症に罹患している方、および医師の診断を受けていなくてもインフルエンザその

他の感染症に罹患していると疑われる症状が認められる方は、感染拡大防止のため受験をお控えください。

インフルエンザその他感染症に罹患している方、それらに罹患していると疑われる方、またはその他の症状

で咳・くしゃみ等の音の発生で他の受験者のご迷惑となりうる方については、日本英語検定協会の判断によ

り、試験会場にて受験をお断りする場合もありますのでご了承ください。 

 

受験者本人が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難な時や、他の受験者に

危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると試験監督者が認めたときは、受験をお断りいたします。 

 

また、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、受験をご遠慮いただ

くことがあります。 

 

試験会場で大声、咳、放歌及び喧騒な行為その他で他受験者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりした場

合には、直ちに受験をお断りいたします。その他上記各事項に類する行為があるときは、受験をお断りいたし

ます。 

 

 

●免責事項 
公益財団法人 日本英語検定協会は、試験の中止や受験申込をお断りする権利を有します。試験実施を中

止した場合、お支払い済みの受験料は返金いたします。 

 

公益財団法人 日本英語検定協会は、試験日・試験時間・試験の順番を変更する権利を有します。 

試験実施や成績表発行に関して、中断、中止、遅延などの事態が生じた場合、迅速に業務を再開するために

最大限の努力をいたしますが、公益財団法人日本英語検定協会の責任における対処としては、受験料の返

金および試験日の変更に限定させていただきます。 

 

公益財団法人 日本英語検定協会は、試験運営に支障のないよう万全を期しておりますが、以下の場合に関

してはその責任を負いかねます。 

・自然災害を含む、不可抗力により試験運営に関わる業務の遂行できない状況が生じた場合 

・事務局による書類発送後の郵便事故や不達の場合 

・受験者による書類発送後の郵便事故や不達の場合 

 

● 個人情報の取り扱いについて 
公益財団法人 日本英語検定協会（以下、協会）、英国・ケンブリッジ大学の語学教育機関であるケンブリッ

ジ・イングリッシュ、および英国の公的な国際交流機関であるブリティッシュ・カウンシルは、皆様の個人情報

を取り扱う団体として、個人情報保護法に従いその保護ならびに適切な管理の遂行に積極的に取り組んでお

ります。本サービスをご利用いただく際に入力された個人情報は、以下の「個人情報の利用目的」に示す項

目のために利用し、それ以外の目的に使う場合は皆様の同意を得た上で行います。なお、お客様が本サー

ビスの利用を終了された場合でも、同様の目的で利用することがあります。また、お客様の個人情報を正確

に保つため、当協会およびケンブリッジ・イングリッシュ、ブリティッシュ・カウンシルに登録されているお客様

の個人情報を更新することがあります。 
 

【個人情報の利用目的】  

①  公益財団法人 日本英語検定協会が運営する IELTSの運営および統計資料作成などでの利用  

② IELTS成績表、成績証明書の送付  

③ IELTSに関するマーケティング活動やアンケート調査  



 

                                                         

④ 当協会の事業・サービスに関する情報提供  

⑤ お問い合わせ、ご相談への対応  

⑥ IELTSの試験に関連する教材等の情報のご案内 

 

【個人情報保護方針】  

詳しくは、以下当協会ホームページの個人情報保護方針をご覧ください http://www.eiken.or.jp/privacy.html 

 

【個人情報取り扱いに関するお問い合わせ先】  

〒162-8055 東京都新宿区横寺町 55 

公益財団法人 日本英語検定協会・情報セキュリティ管理委員会 

 

 

 
2017/6/1 更新 


