
 

 

10月 31日（JSAF Computer-delivered IELTS） 受験確認書 

 

この度は IELTSテストにお申込み頂きましてありがとうございました。受験の詳細は以下の通りとなります。 

尚、スピーキングテストの時間は、ご自身のアカウントの Booking Summaryにてご確認いただけます。 

テスト当日はパスポートをお忘れなくご来場ください。（パスポートに関する詳細は「注意事項」もご参照下さい。） 

 

〈スピーキングテスト〉 

◆ 日時: 2020年 10月 31日（土）― 午前 ― 

◆ 集合場所: 日本スタディ・アブロード・ファンデーション 7階 

（〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5丁目 1-1 若杉西梅田ビ

ル 7階） 

◆ アクセス: 阪神本線「福島」駅 1番出口徒歩 2分／JR環状線

「福島」駅徒歩 5分／JR東西線「新福島」駅徒歩 5分 

https://jsaf-ieltsjapan.com/access/#o 

〈筆記テスト〉 

◆ 日時: 2020年 10月 31日（土）― 午後 ― 

◆ 集合場所: ※スピーキングテスト会場と同じ 

◆ 集合時間: 2:00 pm 

◆ 受付終了時間: 2:10 pm 

◆ テスト開始時間: 2:15 pm  

◆ テスト終了時間: 5:15 pm（予定）

◆ テスト開始時間: 別途 Emailにてお知らせいたします 

◆ 集合時間: スピーキングテスト開始の 20分前 

 

 

〈注意事項〉 

◆ テスト当日に有効なパスポートの原本が必要です。パスポートを忘れた場合、受験ができません。 お申し込みの際にご登録頂くパス

ポート番号とテスト当日にご提示頂くパスポートのパスポート番号は一致している必要があります。一致していない場合は受験不可と

なります。 

◆ 当日、受付終了時間より後に到着した場合は、遅刻となり受験ができません。 

◆ 交通機関の遅延は、必ず日時、遅延時間が記入された遅延証明書をご持参下さい。 

◆ 成績証明書は 4科目すべて受験した場合にのみ発行されます。1科目でも受験しなかった場合には、成績証明書は発行されません。 

◆ パスポートと透明なペットボトルに入った水のみ、テスト会場に持ち込み可能です。それ以外のものは、クロークでお預かりいたします。

筆記用具はこちらで準備いたします。貴重品等のご持参はご遠慮下さい。 

◆ IELTS 公式テストセンターは、受験者の手荷物には一切の責任を負いかねます。 

◆ テスト当日は IELTSグローバルレギュレーションに基づき、本人確認のため写真と指紋を登録いたします。 

➢ 写真撮影の際は眼鏡やマスク等を外して頂くようになります。当日撮影した写真は成績証明書に載ります。また、当日所定のフォ

ームにサインをして頂きます。 

◆ テスト当日の準備については下記サイトをご参照下さい。 

➢ https://www.ieltsessentials.com/global/prepare/whattoexpectontestday 

ご不明な点がございましたら、IELTS公式テストセンターまでお問い合わせ下さい。 

 

一般財団法人日本スタディ・アブロード・ファンデーション (JSAF)  IELTS公式テストセンター（JP114） 

TEL：06-6442-1106 FAX：06-6442-1107 

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-1-1 若杉西梅田ビル 7階 

 

 

https://jsaf-ieltsjapan.com/access/#o
https://www.ieltsessentials.com/global/prepare/whattoexpectontestday


 

IELTS Official Test Centre (JP114) Japan Study Abroad Foundation 
Tel: +81(0)6-6442-1106 Fax: +81(0)6-6442-1107 

Wakasugi Nishi Umeda Bldg. 7F 5-1-1 Fukushima Fukushima-ku Osaka 553-0003 JAPAN 

Confirmation Notice for Computer-delivered IELTS on 31st October 
 

Thank you so much for your booking for computer-delivered IELTS with JSAF. Please check the below test information carefully before the test 

day. You are able to confirm your speaking test time on Booking Summary Page of your account. Please do not forget to bring your valid 

passport on the test day. 

 

(Speaking Test) 

◆ Test Date: Saturday 31st October 2020 (AM) 

◆ Venue: Japan Study Abroad Foundation 7F (Wakasugi Nishi 

Umeda Bldg. 7F, 5-1-1 Fukushima, Fukushima-ku Osaka 553-

0003 Japan) 

◆ Access: From JR Kanjo Line Fukushima Station: 5 minute walk/ 

From Hanshin Line Fukushima Station: 2 minute walk/ From 

Tozai Line Shin-Fukushima Station: 5 minute walk 

https://jsaf-ieltsjapan.com/en/access_en/ 

◆ Arrival Time: 20 minutes before your interview time 

◆ Test Start: Please confirm with a separate speaking test 

confirmation email. 

(Written Test)  

Test Date: Saturday 31st October 2020 (PM) 

◆ Venue: ※Same as where the speaking test is taken 

place. 

◆ Arrival Time: 2:00 pm 

◆ Registration Close: 2:10 pm 

◆ Test Start: 2:15 pm 

◆ Test End: 5:15 pm 

 

 

 

(Note) 

◆ You must bring your original and valid passport on your test day, otherwise you will not be allowed to sit the test. The passport you 

present on your test day must match the passport submitted with your application form. 

◆ Late arrivals will NOT be permitted. In case of suspension/delay of public transport on the test day (this includes unexpected 

natural disasters), certification from the public transport company is required. 

◆ You must attempt all four components of the test. If you do not sit any of them, you will not receive a Test Report Form. 

◆ You must leave all your personal belongings in the designated belongings area. The only items you may bring into the test room 

are your passport and an unlabelled bottle of water. IELTS Official Test Centre will provide you with a pencil and an eraser. While 

the centre will take all reasonable measures to secure your items in the belongings area, we do not hold any responsibility for loss. 

◆ You must consent for your identity to be verified both at your registration and on the test day. This may include:  

- having your photograph taken. (You will be required to temporarily remove any covering from your face. Any candidates who refuse 

to have their photograph taken will not be allowed to sit the test and will not be entitled to ask for a refund. The photograph taken by 

the centre will appear on your Test Report Form.) 

– providing a sample of your signature. 

– having your finger scanned. 

◆ For more information, please visit: https://www.ieltsessentials.com/global/prepare/whattoexpectontestday 

If you have any further query, please do not hesitate to contact us.  

 

https://jsaf-ieltsjapan.com/en/access_en/
https://www.ieltsessentials.com/global/prepare/whattoexpectontestday

