
Book your IELTS test

online

JSAF-IELTS 公式テスト 申込方法
公開会場



① パスポート及びパスポート画像

-テスト当日に有効なパスポート（写真と署名の入っている
ページ）を携帯電話などで撮影するようにしてください。

※学生証、運転免許や在留カードなどの顔写真では受験出来ません。

必ずパスポートのアップロードが必要です。

画像を取り込む際のガイドライン
・画素数: 少なくとも800 X 700 ピクセル以上
・サイズ: 5.0MB以下
・ファイルフォーマット: tiff, jpg, doc, docx, pdf, png, gif, jpeg
・カラー

② クレジットカード
（クレジットカード支払い希望者のみ）

1. 【ぺーパーで受験するIELTS】
クレジットカード支払：
テスト日の3日前の23時59分
コンビニエンスストア支払：
テスト日の6日前の23時59分

2. 【コンピューターで受験するIELTS】
クレジットカード支払：
テスト日の３日前の午前6時59分
コンビニエンスストア支払の場合：
テスト日の６日前の23時59分

お支払い方法によって支払い期限が異なるのでご注意ください。
またお支払いお申込み後、2日以内に完了するようにしてください。
支払いが2日以内に確認できない場合、自動キャンセルとなります。



①ホームページへアクセスします

JSAF(日本スタディ・アブロー
ド・ファンデーション)の公式サ
イトへアクセスします。

「JSAF IELTS」で検索！
https://www.jsaf-ieltsjapan.com/

ここをクリック！



②「公開会場」か「特別会場」

左の画面で、「公開会場」か「特別会場」の
どちらかをクリックします。

一般受験の方は公開会場をクリックします。

在籍大学または学校で受験の方は特別会場を
クリックします。



「公開会場」の場合

「公開会場」をクリックされた方は、
左の画面になります。

Step 1：モジュール、
Step 2：受験形式を選択
Step 3: 受験時間帯を選択(コンピューター受験のみ）

AM: 午前にL/R/W 午後にSpeaking
PM: 午前にSpeaking/午後にL/R/W

大学・大学院出願や留学などに活用できます。

移住・永住・就労ビザなどに活用できます。

★どちらの試験を必要としているか事前に調べておきましょう！



日程と会場・フォーマットを確認

お申込み画面を下へスクロールし、希望受験
日を確認

日程・会場を決めて、詳細（左画像参照）を
ワンクリックします。

サイトが新しく立ち上がり、「IDP IELTS」のサイトへ移動します。



③ IDP IELTS のサイトへ移動します

新しいサイトが立ち上がり、IDP IELTSの申込受付
フォームへ移動します。
左下の画像へ自動的に移動します。

④「Continue」から登録へ進みます

左下画面上の右下にある「Continue」をクリックし、
ユーザー登録をします。

ここをクリック！



③ IDP IELTS のサイトへ移動します

新しいサイトが立ち上がり、IDP IELTSの申込受付
フォームへ移動します。
左下の画像へ自動的に移動します。

④「Continue」から登録へ進みます

左下画面上の右下にある「Continue」をクリックし、
ユーザー登録をします。

ここをクリック！

＜Computer-delivered＞
Speaking時間を選択後、
Continueをクリック

＜Paper-based＞
Continueをクリック

お申込みは30分以内に完了してください。
30分過ぎてしまうと期限切れとなり自動
キャンセルされてしまいます。



⑤ 新規ユーザー登録をします

左の画像の画面に移動します。
「Create New User」をクリックして進みます。

※ 既に登録している場合

既に登録している場合は、左画像上部にある
Username と Password を入力してログイン
してください。

ここをクリック！



⑥ Candidate Details を入力します

「Create New User」 をクリックすると、
左の画像の画面になります。
この画面から各種の情報を入力していきます。

名前・性別・誕生日・パスポート番号・国籍・母国語・電話番号・メールアドレス、
を順に入力していきます。お名前のスペル等、パスポートと同じ表記でご記入ください。
お名前に()がついている場合は、()はつけずお進みください。システム上、
()ついている場合、お支払いができなくなってしまいます。
（受験料受領後、テストセンターにてパスポート同じ表記に訂正いたします。）

★右上の青字「English ▼」から日本語を選択することができます。

受験生情報入力していきます。
「＊」がついているところは記入必須

必ずTerm and conditionsを一読し、□にチェック
を入れてくください。（チェックがない場合先に進
むことが出来ません。）



⑦続・Candidate Details を入力します

現在の身分を入力します。
職業や学生身分(高校生・専門学生・大学生など)です。

Email Address を入力後、左の画面になります。
誤入力が多いところですので、ご注意ください。

Occupation & Education

Occupation Level

学生の方は「Student」を選択します。

Occupation Sector

学生の方は一番下の「Other」を選択します。

Occupation Sector Other

High School Student / University Student と入力します。

※学生(高校生・大学生・大学院生)の場合



⑦続・Candidate Details を入力します

Email Address を入力後、左の画面になります。
誤入力が多いところですので、ご注意ください。

Occupation Level

社会人の方は現在の「職業」を選択します。

Occupation Sector

社会人の方は職業の「業種」を選択します。

※社会人(学生以外)の場合

※該当する職業が無ければ「Other」を選択のうえ、
この「Occupation Level Other」の枠内にご入力ください。

※該当する業種が無ければ「Other」を選択のうえ、
この「Occupation Sector Other」の枠内にご入力ください。



⑦続・Candidate Details を入力します

Email Address を入力後、左の画面になります。
誤入力が多いところですので、ご注意ください。

Education Level

Years Of English Study

▼をクリックし該当するところを選択します。

ここから該当年を選択します

現時点または最終学歴を選択
•Secondary up to 16 years （高校生）
•Secondary 16 to 19 years （高校卒業又は大学生）
•Degree or equivalent （大学卒業（学位取得））
•Post graduate（大学院（修士号取得））



⑦続・Candidate Details を入力します

左の画面は「住所」を入力するところです。
誤入力が多いところですので、ご注意ください。

①国名を選択
②マンション（建物）名・部屋番号等入力
＊戸建てにお住まいの場合、②に番地を入力、③に地名を入力

③番地を入力
④地名を入力
⑤市町村を入力
⑥都道府県を入力
⑦郵便番号を入力

まだ続きがあります！

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



⑦続・Candidate Details を入力します

Postal Address を入力後、左の画面になります。

自動で表記されます。
変更はできません。

Password を入力します

ここをクリック！

Username と Passwordでログインが可能となりますので、
忘れないようにメモ等で控えておいてください。

全ての入力が完了しましたら、Register をクリックします。



⑧～18歳未満の方～

Registerボタンを押した後、
画面の上部にYou must now download a consent 
formという表示が表れます。

IELTSの受験に伴い、18歳未満の方は保護者の方から
の同意書（IELTS Minor Candidate 
Acknowledgement and Consent Form）の提出が事
前に必要となります。

Download consent form hereをクリックし、印刷し、
内容をご確認の上、署名（ローマ字）してご準備くだ
さい。受験申込完了後、テストセンターより上記提出
書類についての案内を登録メールアドレスにお送りい
たします。

内容確認後、□にチェックを入れてContinueをクリッ
クしてください。



⑨Application Details を入力します

「Continue」をクリックすると、
左の画像の画面になります。
この画面から各種の情報を入力していきます。

★右上の青字「English ▼」から日本語を選択することができます。

ここに入力・選択をしていきます



⑨続・Application Details を入力します

入力の最後にパスポートをアップロードしま
す。左の画像の画面「Select Image」をク
リックしてアップロードするパスポートの画
像を選択します。

ここをクリックすると自動的に画像フォルダ
が立ち上がります。
画像を選択して開くとアップロードできます。

画素数：800 × 700 pixels
サイズ：5.0MB 以下
種類 ：tiff , jpg , ddc , docx , pdf , png , gif , jpeg
カラー画像

【 アップロード画像の詳細は次のとおりです 】

※画像が反映されない場合

iphone … メール送信の際に画像サイズ(小・中・大)が選択できます。

Android/PC … 画像サイズ変換アプリやサイトにて変換してください。

→ 多くの場合、画像サイズが大きいことが問題です。

←アップロードされた
パスポート画像が表記されます。

上記の表記は、受験料受領後、テストセ
ンターでパスポートの記載内容の確認が
完了すると表示が消えます。



⑩Recognising Organisations を選択します

「Continue」をクリック後、左の画像の画面
になります。

ここをクリック！

希望されない方は、

ここをクリック！

希望される方は、

追加成績証明書を事前登録ご希望の方のみ、
左記の ＋Add をクリックしてください。
※成績開示後にJSAF-IELTSより登録された出願先に成績をお
送りいたします。なお、万が一、登録した出願先への送付を
取りやめたい場合は、成績開示後24時間以内にお申し出いた
だきますようお願いいたします。（お申し出がない場合は登
録通りに送付いたします。）

※成績の結果をご覧になってからでも申請(送付)は可能で
す。

→ JSAF IELTS のサイトから申請できます。

ここに申込み完了時間が表記されます。
表記されている時間内にお申込みを完了させてください。



⑩続・Recognising Organisations を選択します

「＋Add」をクリックされた(希望される)方は、
左の画像の画面が出て来ます。

ここをクリック！

選択・入力したら、

各必要事項を選択・入力します。各必要事項を選択・入力します。

「Save」をクリックすると前の
ページへ戻るので、ページ右下の
「Continue」をクリックします 。



⑪Booking Summary を確認します

選択・入力内容を確認します。

「Continue」をクリックすると、
左の画像の画面になります。
これまでの入力・選択内容を確認します。

下へスクロールして内容を確認していきます。



⑪続・Booking Summary を確認します

画面を下へスクロールし、最後まで確認すると、
左の画像の画面になります。
青字のところをクリックして次へ進みます。

ここをクリック！



青字をクリックすると、左の画面が出て来ます。

ここをリック！

↓ IELTS Declaration を読みます

ここをクリック！読んでから☑を入れます ☑を入れたら、

⑪続・Booking Summary を確認します



⑪続・Booking Summary を確認します

「Continue」をクリックすると、
左の画像の画面になります。

ここをクリック！

↓下記のような表記に変わります。



⑫Begin Payment へ進みます

「Continue」をクリックすると、
左の画像の画面になります。

ここをクリック！

Payment Details を確認します。

お支払い方法は、

◆クレジットカード

◆コンビニエンスストア

の２つとなります。

お支払いへ進むには、

まだお申込みは完了していません！

お支払い方法によって、締切期限
が異なるのでご注意ください。



⑫続・Begin Payment へ進みます

「Pay now」をクリックすると、上記の画像の画面が立ち上がります。
クレジットカードまたコンビニエンスストアのご希望お支払い方法選び、
「Continue」ボタンを押してください。

まだお申込みは完了していません！



まだお申込みは完了していません！

Continueをクリック
すると、左の画像の画面
になります。

支払い手続きを開始したら、全てが完了するまで上記のウィンドウ
及び決済サービス会社のウィンドウを閉じないでください。

⑫続・お支払いへ進みます。



まだお申込みは完了していません！

ここをクリック！

受験日、テストフォーマット、モジュール、
金額を確認後

Continueをクリックすると、左の画像の画
面になります。
ペーパーで受験するIELTSは25,380円
コンピューターで受験するIELTSは26,400円
と表記されます。

⑫続・お支払いへ進みます。

支払い手続きを開始したら、全てが完了するまで上記のウィンドウ
及び決済サービス会社のウィンドウを閉じないでください。



まだお申込みは完了していません！

次へをクリック！

カード情報を入力したら、

「クレジットカード」を選択された方は、
左の画像の画面になります。

⑫-A 「クレジットカード」の場合

カード情報を入力します。

※カードブランド

→Mastercard か VISA のいずれかでお願いします。

支払い手続きを開始したら、全てが完了するまで上記のウィンドウ
及び決済サービス会社のウィンドウを閉じないでください。



まだお申込みは完了していません！

「次へ」をクリックすると、左の画像の画
面になります。

⑫-A 続・「クレジットカード」の場合

間違いがないか確認し、
「この内容で支払う」を

クリックします。
入力したカード情報が表示され

ます。

支払い手続きを開始したら、全てが完了するまで上記のウィンドウ
及び決済サービス会社のウィンドウを閉じないでください。



「この内容で支払う」をクリックすると、
左の画像の画面になります。

⑫-A 続・「クレジットカード」の場合

「完了」をクリックすると、
上記の画像の画面になります。



支払いが完了すると左の画像の画面になります。
ここまで来たらお支払い完了となります。

⑫-A 続・「クレジットカード」の場合



まだお申込みは完了していません！

支払い店舗を選択し、「姓」「名」「電話番
号」入力。

⑫-B 「コンビニ」の場合

入力が完了したら「次へ」をクリック

「コンビニ」を選択された方は、左の画像の
画面になります。

支払い手続きを開始したら、全てが完了するまで上記
のウィンドウ及び決済サービス会社のウィンドウを閉
じないでください。



まだお申込みは完了していません！

「次へ」をクリックすると、左の画像の画面
になります。

⑫-B 続・「コンビニ」の場合

入力した名前と電話番号が表記されています。

内容を確認後、「次へ」をクリック

支払い手続きを開始したら、全てが完了するまで上記
のウィンドウ及び決済サービス会社のウィンドウを閉
じないでください。



まだお申込みは完了していません！

「次へ」をクリックすると、左の画像の画
面になります。

⑫-B 続・「コンビニ」の場合

間違いがないか確認し、
「この内容で決済申込」を

クリックします。

支払い手続きを開始したら、全てが完了するまで
上記のウィンドウ及び決済サービス会社のウィンドウ
を閉じないでください。



まだお申込みは完了していません！

「この内容で決済申込」をクリックされた方は、
左の画像の画面になります。

⑫-B 続・「コンビニ」の場合

受付番号をメモしてください。
支払期限は表記された日程ではなく
お申込みしてから2日以内です。

選択したコンビニでの支払い方法
を確認の上、お支払いのお手続き
をお願いいたします。


