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ご受験前の確認事項

以下の「Notice to Candidate」及び
「IELTS受験規則」を必ずご一読ください。
受験に際しての重要な情報となります。

①

②

③



左のホーム画面からお申込み
いただけます。



Academicまたは
General Training
を選択

ご自身の受験目的によって
モジュールの選択をしてください。

※弊テストセンターではIELTS for UKVIの開催は
ございません。

このページから
ブリティッシュカウンシルの
申込みページとなります。

まずは、
◆モジュール：Academic, General Training
◆会場：東京・名古屋
◆日程
の選択をします。



試験会場は東京・名古屋となります。
どちらかを選択してクリックして
ください。



ご希望の日程を選択してください。
範囲を選択することも可能です。

Search for tests をクリックします。



以下を必ずご確認ください。
・受験会場（テストセンター）
・受験日
・筆記試験開始時刻
・スピーキング開始時刻

セッションの選択
◆午前セッション

午前筆記試験 ⇒ 午後スピーキング
◆午後セッション

午前スピーキング ⇒ 午後筆記試験

ご希望のセッションでご予約ください。

午前セッション

午後セッション ※スピーキング時間を変更希望の方は、
こちらから変更ください。
（選択できない時間は満席となります）



初めて受験される方はアカウントを作成
してください。

アカウント作成
・E-メールアドレスを入力（PC推奨）
・パスワードを設定
※パスワードは数字だけでなく、数字やアルファベットも
混ぜて作成ください。

下へスクロールします

※アカウントをお持ちの方はP.16へお進みください

重要：18歳の誕生日を迎えていない未
成年の受験生は、必ず保護者の方がご
予約下さい。
その場合、受験者を My child を選択
します。

初めて受験する方の手順ページ



先頭の「0」を除き入力
例：「080-1234-5678」の場合、
「8012345678」と入力

名前

苗字

生年月日：日・月・年

住所記入

郵便番号

市区町村

※初めて受験される方はこちらから、
受験生情報の入力をお願いいたします。

※過去にIELTSを受験したことのある方は、
上のページ「Create account」で
Log inいただくと、こちらのページは
入力不要となります。

部屋番号・マンション名・番地記入
番地（例：世田谷2丁目など）

初めて受験する方の手順ページ

下へスクロールします



Save and Continue をクリック
します。

Terms and conditions を必ず読み、
agree（同意する）を選択します。

今後のメールでの情報の受け取り方を
1つ選択してください。

初めて受験する方の手順ページ



ご受験にはパスポートが必須です。
ご自身のパスポート情報をご入力ください。

入力情報に誤りが無ければこちらをクリック
※登録情報と当日お持ちいただくパスポート情報が異
なるとご受験いただけない場合もございますので、必
ずご確認ください。

発行国を選択

Japanを選択

パスポート有効期限を入力

パスポート番号を入力

初めて受験する方の手順ページ



ご受験の目的を選択して下さい。

母国語と英語学習年数
（大まかにで構いません）をご回答ください。

※母国語を選択する際、誤って Javanese を
選択しないようご注意ください。

Save and Continue をクリックします。

初めて受験する方の手順ページ



受験者情報に誤りが無いか確認して
ください。

予約した、
テストの日時・スピーキング試験時間を
ご確認ください。

変更希望の場合は Change を選択してく
ださい。ご予約後の変更には、日程変更
などのお手続きが必要になりますので、
最終確認をお願いします。

※土日の日程の場合、
午前セッション・午後セッションが
誤っていないかも必ずご確認ください。

初めて受験する方の手順ページ



プロモコードをご利用の場合

I have a promo code を選択し、
お持ちのプロモコードを入力して
ください。

プロモコードを入力後、
Apply code をクリックします。

初めて受験する方の手順ページ



受験料をお支払いください。

※お支払いをせずにご予約から
6時間が経過しますと、
自動的にキャンセルとなりますので、
お早目にお支払いください。

最後に、住所を確認し、
Payボタンをクリックすれ
ばご予約完了です。

※ご予約完了をお知らせするメール
「Confirmation of completion 
of IELTS registration and 
acceptance of application 」が
届きますので、よくお読みください。

初めて受験する方の手順ページ



次のページから、
IELTS受験経験のある方で

既にアカウント作成がお済の方向けの
案内となります。



※P.7の続き

アカウント作成をお済の方
向けのご案内

Login をクリックし、
登録済みのアドレスとパスワードを
入力します。

ログインすると次のページで登録済みの
貴方の個人情報・パスポート情報を
確認するページに切り替わります。



個人情報・住所・電話番号等、
表示されている個人情報に誤りが無いか、
ご確認ください。

問題なければ、
Save and Continue をクリックします。

受験経験のある方の手順ページ



受験者情報に誤りが無いか確認して
ください。

予約した、
テストの日時・スピーキング試験時間を
ご確認ください。

変更希望の場合は Change を選択してく
ださい。ご予約後の変更には、日程変更
などのお手続きが必要になりますので、
最終確認をお願いします。

※午前セッション・午後セッションが
誤っていないかも必ずご確認ください。

受験経験のある方の手順ページ



※重要
登録済みのパスポート情報となります。

こちらとお持ちのパスポート情報が
更新等により変更となっている場合、必ず修正
してください。
※修正を忘れると、パスポート情報が異なるの
で受験できません。

要確認！

ご自身でご予約完了メールや
試験結果のお知らせメールを受け取る場合、
My self を選択ください

「Terms and Conditions」を必ずお読み
いただき「同意する」にチェックを入れて、
Book ＆Pay now を選択すると
支払い画面に切り替わります。

※プロモコード
入力方法は次のページ

受験経験のある方の手順ページ



プロモコードをご利用の場合

I have a promo code を選択し、
お持ちのプロモコードを入力して
ください。

プロモコードを入力後、
Apply code をクリックします。

受験経験のある方の手順ページ



受験料をお支払いください。

※お支払いをせずにご予約から
6時間が経過しますと、
自動的にキャンセルとなりますので、
お早目にお支払いください。

最後に、住所を確認し、
Payボタンをクリックすれ
ばご予約完了です。

受験経験のある方の手順ページ



ご予約完了をお知らせするメール
「Confirmation of completion of IELTS registration and acceptance of application」が

届きますので、よくお読みください。

試験当日は、ご登録いただいたパスポートの原本を必ずお持ちください。
パスポートがない場合や、登録と異なるパスポート、有効期限が切れているパスポートを

お持ちいただいた場合は、ご受験いただけませんのでご注意ください。

ご予約いただき、ありがとうございます。
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