
★テスト当日はパスポートをお忘れなくご来場下さい。

★試験当日の集合時間に遅れますと、ご受験いただけません。

交通機関の遅延や予め遅刻などが予想される場合はすみやかに

テストセンターまでご連絡ください。

〈リスニング/リーディング/ライティングテスト〉

◆会場：スピーキングテストと同じ会場

IDP IELTS 東京テストセンター

新宿区新宿6-29-6 ELTZ6（エルツ6）6F

※集合時間やテスト開始時間は受験状況で当日変更になる

可能性があります。その際は当日スタッフよりご案内させて

いただきますので、ご確認ください。

◆テスト開始時間：5:00 pm（予定）

◆テスト終了時間：8:00 pm（予定）

➢受付からテスト終了まで途中休憩はありません。
やむを得ない退室については係員にお尋ねください。

お問合せ先： IDP IELTS東京テストセンター（JP035）
Email: ielts.tokyo@idp.com

TEL：03-6233-9041

IDP IELTS東京テストセンター（JP035）受験確認書

＊＊＊English information to follow ＊＊＊ Evening session

〈スピーキングテスト〉

◆会場：IDP IELTS 東京テストセンター

新宿区新宿6-29-6 ELTZ6（エルツ6）6F

※会場地図は別紙ご参照

◆集合時間：スピーキングテストの15分前

◆テスト開始時間：別途お送りしているSpeaking Test Notification

に記載されている時間（ご自身で選択された時間が、試験運用上

の都合で変更されている場合がございます。試験前までに必ずご

確認ください。）
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事前に必ずお読みください。

当日の持ち物／テスト会場に持ち込み可能な物

□パスポートの原本（※必ずカバーを外しておいてください）

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。

□ラベルを剥がした透明なペットボトルに入った水（お茶などは不可）

上記以外のものは、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。

注意事項

◆当日、集合時間までにテストセンターまでお越しいただけなかった場合は、ご受
験できません。予めテストセンターまでのアクセスや所要時間などをご確認下さい。

◆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。

◆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Finger Scanを登録いたします。写真撮影の際は眼鏡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。

◆当日、コロナ感染対策に関連した所定のフォームにサインをして頂きます。

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。

お問合せ先： IDP IELTS東京テストセンター（JP035）
Email: ielts.tokyo@idp.com

TEL：03-6233-9041
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テスト会場：IDP IELTS 東京テストセンター（JP035）

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-6 ELTZ6（エルツ6）6F

TEL：03-6233-9041

≪アクセス≫

大江戸線・副都心線東新宿徒歩1分

丸ノ内線新宿三丁目徒歩7分

山手線新宿徒歩15分

※明治通り沿いに面したビルの入口を入り、

エレベーターで6階へお越しください。

≪ ELTZ6の外観≫



★Please DO NOT FORGET to bring your valid PASSPORT on your test day.

★If you are late on the day of the test, you will not be allowed to take the test. If

you anticipate delays in transportation or are running late, please contact the test

center as soon as possible.

〈Listening / Reading / Writing Tests〉

◆Venue: The same venue as Speaking Test.

IDP IELTS Tokyo Test Centre 

6F ELTZ 6, 6-29-6 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo

NOTE: The registration time and test start time may be changed on 

the day of the test. The staff will inform you on the test day. 

◆Start: 5:00 pm／Finish: 8:00 pm (approx.)

➢There will be no break between the time of registration and the

end of the test. If you have to leave the room, please ask the staff.

IDP IELTS Tokyo Test Centre (JP035)

Email: ielts.tokyo@idp.com

TEL： 03-6233-9041

Confirmation Notice / IDP IELTS Tokyo Test Centre (JP035)

〈Speaking Test〉

◆Venue:  IDP IELTS Tokyo Test Centre 

6F ELTZ 6, 6-29-6 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo

◆Please arrive at the venue by 15 minutes before your

speaking test start time on the Speaking Test Notification sent

to you separately. The time you selected may have been

changed due to test administration reasons. Please be sure to

check before the test.
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□Original passport (*Please make sure to leave the cover off)

You need to present your valid PASSPORT on the test day, otherwise you will NOT be allowed to

sit the test. The passport you present on the test day must match the one registered with your

online application.

□ Water in a clear plastic bottle with the label removed (no tea, etc.)

You must leave all your personal belongings in the designated area. The only items you may

bring into the test room are your passport and a bottle of water (label must be removed). IDP

IELTS Test Centre provides you with pencils, an eraser and pencil sharpeners. While the centre

will take all reasonable measures to secure your items in the cloak area, we do not hold any

responsibility for loss of your belongings.

IDP IELTS Tokyo Test Centre (JP035)

Email: ielts.tokyo@idp.com

TEL： 03-6233-9041

Please read this before the test day.

What to bring on the test day 

◆If you fail to arrive at the test center on the day of the test, you will not be allowed to take the

test. Please confirm in advance how to get to the test center and how long it will take.

◆ Late arrivals will NOT be permitted. In case of suspension/delay of public transport on the test

day (including 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.

◆On the test day, we will register your photo and Finger Scan for identification purposes in

accordance with IELTS Global Regulations. You will be asked to remove your glasses, etc. for the

photo. The photo taken on the day of the test will appear on your Test Report Form.

◆On the test day, you will be asked to sign a form related to Covid-19.

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

Note
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Test venue：IDP IELTS Tokyo Test Centre（JP035）

6F ELTZ 6, 6-29-6 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo

TEL:03-6233-9041

≪Access≫

1-minute walk from Higashi-shinjyuku Station 

(Oedo subway line, Fukutoshin line),  7-minute 

walk from Shinjyuku-3 chome or 15-minute walk 

from Shinjyuku Station.

≪ ELTZ6≫


