オンライン申込みの流れ

Ⅰ.試験の詳細を選択(Page 2)
・受験国
・テストタイプ
・受験地および受験月
・テスト日

アカウントをお持ちでない方

すでにアカウントをお持ちの方

Ⅱ-1.アカウント作成(Page 3)

Ⅱ-2.ログイン(Page 3)

・個人データ入力
・パスワードの設定
・T&Cs 同意

アカウント作成完了メールが届きます

テスト詳細確認画面(Page 3)

Ⅲ.受験者情報入力(Page 4)
・個人情報
・確認用身分証明書情報
・その他

登録情報確認画面(Page 5)

T&Cs（全文）同意(Page 5)

Ⅳ.決済(Page 5)

受験登録完了(Page 5)
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Ⅰ.試験の詳細を選択
受験国を選択し、 Continue をクリック
※ Please select country ▼をクリックし、検索バーに「J」を入力
すると、Japan がすぐに表示されます。

Start Now をクリック

ビザ申請のための IELTS（IELTS for UKVI）を受験する必要があるかどうか、また
求められるスコアを調べるには英国ビザ・イミグレーション（UKVI）の Web サイトを
ご覧ください。
Highly Trusted Sponsor（HTS）の資格を持つ教育機関へ、学位（学士、修士、博士
など）取得を目指して留学し Tier4 学生ビザを申請する方は、留学先の教育機関が
指定する語学力証明を提出する必要があります。つまり、留学先が指定しない限
り、IELTS for UKVI を受験する必要はなく、世界 1,000 カ所ものテストセンターで
行っている通常の IELTS を受験し、その結果を使って申請することができます。詳
しくは、必ず留学先の教育機関へ確認してください。

テストタイプを選択し、 Next をクリック

受験地、受験月を選択し、 Next をクリック

希望のテスト日の Book Now をクリック
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Ⅱ.アカウント作成/ログイン
Ⅱ-1.アカウント作成(アカウントをお持ちでない方)
 下記を入力





First Name 名
Last Name 姓
メールアドレス
パスワード

パスワード設定のルール：
 英数字 6 文字以上
 数字を含む
 大文字を含む
 小文字を含む
 記号を含む(例：@#&)

 (確認のため)パスワード
 ページ下部の「□ I have read and accepted the Account
Registration Terms and Conditions」の「 Account
Registration Terms and Conditions」をクリックし、内容を確認
します。問題がなければチェックボックスにチェックします。
 Complete Account Registration をクリック
(アカウント作成完了メールが届きます)
* 注意！：登録いただいたメールアドレスが個人アカウントの ID
となります。変更することができませんのでご注意ください。
また、ご連絡メールの未着を避けるために、
携帯のメールアドレスの使用はなるべく避けてください。
Ⅱ-2.ログイン(すでにアカウントをお持ちの方)
右上にある Log In をクリック
(別画面にて、メールアドレスおよびパスワードを入力、Log in を
クリック)

(Ⅱ-1 または Ⅱ-2 を経て)
テスト詳細確認画面
テスト日、受験国、受験地、テストタイプおよび受験料をすべて
確認し、Book Test をクリック
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Ⅲ.受験者情報入力
申し込み者は、下記にて入力した情報に関して全ての責任を負います。入力情報
は正確であり、試験日当日にお持ちいただくパスポートの情報と同じであることが
求められます。
万一入力情報に誤りがあり、当日提示されたパスポートと違う場合、受験する事は
認められず、また受験料は返金されませんのでご注意ください。
（名前の綴り、氏名の順番、パスポート番号、パスポートの有効期限、パスポート発
行官庁、生年月日はパスポートに記載されたものと必ず合致する必要があります）

* 注意！ ：入力情報に誤りがあった 場合、 UKVI の指導により
受験をお断りすることとなります。必ず間違えがないようご入力
ください。また、試験前にパスポート更新などで個人情報に変更
があった場合、必ずテストセンターまでご連絡ください。
 個人情報 Title～Mobile を入力し、 Next をクリック
 確認画面にて、氏名および生年月日をご確認の上、
Yes (it matches 100%)を選択し、 Next をクリック

(※受験者が 18 歳未満の場合)
 Click here to download the consent form をクリックし、
同意書をダウンロードし、プリントアウトしてください。内容を
ご確認の上、下記ご記入およびご署名ください。

※重要：テストに必ずお持ちください！
<3 ページ目>
Full name of IELTS Candidate
Signature
Date
<4 ページ目>
Full Name of Parent/Legal Guardian
Signature
Date

受験者氏名
受験者のご署名
同意書を記入した日付
保護者氏名
保護者のご署名
同意書を記入した日付

 Accept T&Cs 、 Next をクリック
 確認用身分証明書情報 Identification Document ～
Identification Document Issuing Authority を入力し、その他
の質問を答えた上、 Next をクリック
(※成績証明書を直接希望する機関への送付を希望する場合
は、下をご参照ください)
 確認画面にて、パスポート番号、有効期間満了日および
発行官庁をご確認の上、Yes (it matches 100%)を選択し、
Next をクリック

(※成績証明書を直接希望する機関への送付を希望する場合)
Send IELTS result to other institutions? にて、Yes を選択
IELTS に登録された Recognised Organisation (RO) にのみ送
付が可能です。
(別画面にて、5 件までの機関情報が入力可能です)
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登録情報確認画面



「Test Details」、「Test Location Details」および「Test
Taker Details」を確認
□ Yes I Agree にチェック



NEXT をクリック



Terms and Condition を読みながら下へスクロールしま

T&Cs(全文)同意
す。
ページ下部の「By clicking “Accept” you confirm that
you have read and agree to the full terms and
conditions」の「 full terms and conditions」をクリックし



て内容を確認します。問題がなければ Accept T&Cs を
クリック。
* 注意！：Accept T&Cs をクリックすることにより、IELTS の
規約に同意したこととなります。規約にしたがって手数料の
支払いや罰則規定が適用されることとなりますので
ご了承ください。
Ⅳ.決済
「Registration Summary」および「Test Location Details」を
確認し、PAY NOW をクリック

受験登録完了画面



VISA または MASTER をクリック





クレジットカード番号を入力
有効期限を設定
セキュリティーコードを入力(カードの裏面に記載)



Submit Payment をクリック

決済状況をご確認ください。
- 決済完了の場合は


Status に Paid が表示され、
Payment Successful メールが届きます。

- 決済未完了の場合は、


Status に Not Paid または Failed が表示され、
Payment Unsuccessful メールが届きます。
PayNow をクリックし、再度 IV 決済処理を行ってください。

-5*注意！：画面が正しく表示されない場合は、Cookies を消去して、別のブラウザー（Google Chrome 等）を使用の上再度アクセスしてください

