Company Proﬁle

Message from CEO
代表からのメッセージ

IDP（International Development Program）Education は
留学支援事業において世界をリードするグローバルカンパニーです。

1969 年にオーストラリア政府によって設立されて以来、50 年以上に
わたり、英語圏への留学を支援しており、世界 30 か国・90 拠点に
オフィスを構えるグローバルなネットワークを構築しています。
これまでにオーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージー
ランドなどの各国が世界に誇るトップクラスの大学をはじめとした多
くの学校機関に 40 万人以上の留学生を送り出してきました。さらに

1988 年には英語学校の運営を開始し、現在タイ、ベトナム、カンボ
ジアに展開しています。

IDP Education はまた、世界で最も信頼性の高い英語運用能力を図
るテスト IELTS（アイエルツ）の共同所有者でもあります。今では

10,000 以上の組織・団体が高い英語運用能力の証明として認め、年
間 350 万人以上が受験しています。IDP Education は世界 60 か国
に 400 以上のテスト会場を運営しています。
日本では、2016 年に最初の公式テストセンターが開設されました。
現在は国内に 5 か所のテストセンターを有しており、全国で IELTS の
試験実施を拡大中です。
我々のビジョンはグローバルなプラットフォームとネットワークを構
築し、海外で活躍を目指す人々がそれぞれの将来の夢やキャリアを実
現できるようサポートすることです。IDP Education は、日本にお
いても、政府、教育機関そして関連企業の皆様と連携しながら、日本
の若者のグローバル化に貢献できることを願っています。

代表取締役社長

アンドリュー・バークラ
Andrew Barkla
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名

●

IDP Education

社

●

オーストラリア・メルボルン

主な事業内容

●

IELTS テストの運営・実施、海外留学のサポート、語学学校の運営
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代表取締役社長
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●

Level 8, 535 Bourke Street Melbourne VIC 3000
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IDP History

アンドリュー・バークラ

沿革

1969

●

AAUCS（Australian Asian Universities Cooperation Scheme）として設立

1981

●

IDP（International Development Program）に社名変更

その後、アジアを中心にオーストラリアの大学へ進学を希望する学生のために
世界各地に事務所を開設し、拠点を拡大

1989

●

ブリティッシュ・カウンシル、ケンブリッジ大学英語検定機構と共に IELTS の 共同所有者となる

2015

●

オーストラリア証券取引所に上場

2016

●

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）とパートナーシップを締結し、

2018

●

日本国内において 2 か所目となる公式テストセンター JP114（一般財団法人日本スタディ・

日本国内において IDP として最初の公式テストセンター（JP112）を東京に開設

アブロード・ファンデーション（JSAF））を大阪に開設

IELTS の試験事業を中心とする IDP の根幹事業を今後日本で展開するため、
IDP Education Japan 合同会社を設立

2019

●

学校法人北九州予備校とパートナーシップを締結し、日本国内において 3 か所目となる

公式テストセンター（JP031）を福岡に開設

「コンピューターで受験する IELTS」を東京のテストセンター（JP112）で実施開始
日本国内においては４か所目のテストセンターとなり、IDP 直営としては初のテストセンターを

札幌に開設（JP033）

2020

●

株式会社バークレーハウスとパートナーシップを締結し、日本国内において５か所目となる公式テスト
センター（JP034）を開設し、東京・市ヶ谷にて「コンピューターで受験する IELTS」を実施開始

関西で初めての「コンピューターで受験する IELTS」を大阪のテストセンター（JP114）で実施開始
仙台での試験実施拡大の為、株式会社インターサポートと業務提携

2021

●

大阪での試験実施拡大の為、株式会社 ICC コンサルタンツと業務提携

Business in Japan

日本での事業概要

英語試験 IELTS( アイエルツ ) の実施・普及・啓発
● 英語試験 IELTS（アイエルツ）の実施
・IDP 直営の IELTS 公式テストセンターでの試験実施
・教育機関と連携し、IELTS 公式テストセンターとして、全国で試験実施
● 受験生への試験対策サポ―ト
・試験全般に関する公式ホームページ（www.ieltsjp.com）
・有料・無料の様々な試験対策の提供

◉ 札幌

・SNS（Twitter、LINE 等）、ニュースレターの定期的な配信

◉ 函館

● 英語教員・教育機関向けサポ―ト
・IELTS ティーチャー・トレーニング・プログラム（オンライン）

◉ 仙台

・教員向けワークショップの定期開催

◉ 福島

・教育機関内での模擬試験、本試験の実施、及び

IELTS の情報提供（説明会実施等）

山梨

◉

京都

◉ 名古屋

◉
岡山
広島 ◉ ◉ ◉ 大阪
神戸
山口 ◉ ◉
福岡 ◉

◉ 埼玉
◉ 東京
◉ 横浜

◉ 北九州

IELTS 実施体制

◉ IDP による IELTS 実施都市

IELTS 公式テストセンター
IDP IELTS
札幌テストセンター

株式会社
バークレーハウス

一般社団法人 JSAF

JP033（札幌）

JP034（東京）

JP114（大阪）

JP112（東京）

学校法人
北九州予備校
JP031
（福岡）

※札幌のみ IDP 直営のテストセンターであり、他は IDP とパートナーシップを提携した機関が運営するテストセンターです。
（2021 年 3 月現在）

留学生の派遣国（留学事業）

アイエ ル ツと は？
● 30 年以上の歴史とグローバルスタンダード

● 対面式のスピーキングテストを含む 4 つのスキル

IELTS は世界をリードする英語・国際教育機関であ

IELTS は、4 つの英語スキル（書く、読む、聞く、話す）

る 、IDP：IELTS オーストラリア、ブリティッシュ・

をはかるテストで、スピーキングテストは試験官の面

カウンシル、ケンブリッジ大学英語検定機構の 3 団体

接式です。また、大学等への留学を目的とする方のた

が共同所有するテストです。30 年以上に渡って世界

めの「IELTS アカデミック」と就労や移住を目的に、

各地で試験が行われてきました。

実践的な、日常生活での英語力をテストする「IELTS

● 最も権威があり、世界中で認知されている英語試験

本社 メルボルン

留学生の出身国（留学事業）

IDP による IELTS 実施国
英語学校のキャンパス

IDP Global Network

ジェネラル・トレーニング」
の 2 つのタイプがあります。

世界で毎年 350 万人を超える受験者が、1,200 以上

● 日本での受験生が年々増加中

の試験センターで IELTS を受験しています。米国、オー

日本国内でも英語圏の大学に留学を目指す学生や社会

ストラリア、ニュージーランド、カナダ、英国のトッ

人を中心に、IELTS は広く受験されております。現在、

プクラスの学校を含む、世界中の 10,000 以上の機関

国内では受験生が 4 万人を超え、日本の大学入試でも

が IELTS のスコアを受け入れています。

IELTS の活用が広がり、高校生の受験生も増えています。

カンボジアとベトナムで

英語学校を展開
オーストラリア

アメリカ

イギリス

ニュージーランド

カナダ

アイルランド

世界での事業概要

オフィス所在地

IDP Education Japan 合同会社
IELTS Japan website: www.ieltsjp.com

東京
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3 丁目 9-7

BIZ SMART 西新宿
TEL:03-6869-4028 FAX:03-6869-0121

札幌
〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 5 丁目 2
興銀ビル 9F

TEL:011-206-0760

オーストラリア本社
IDP Education Ltd
Level 8, 535 Bourke Street
Melbourne VIC, Australia 3000
IDP Education website: www.idp.com/australia

