支払完了済みIELTSの「試験日・受験都市・テストモジュール」の変更について
How to Change Your Registration Status
お支払いを完了されたIELTSの「試験日・受験都市・テストモジュール」の変更をご希望のされる場合は、下記の手順に従ってオン
ライン上で申込締切日までに手続きを完了してください。なお申込締切日までは、空いている「試験日・受験都市・テストモジュー
ル」への1回の変更は無料で可能ですが、2回目以降の変更につきましては所定の手数料をいただきます。
If you wish to change your registered IELTS test date, test venue and/or test module, you may do so when there are
vacancies to change to and the request is made until the registration deadline. The first change will be free of charge but
from the 2nd change, it will cost 6,300JPY for handling. The first change can be made via online.
●オンライン上からの変更方法
１. 申込サイト（https://uketuke.eiken.or.jp/ielts/jsp/)にアクセスし、ログインする。
2. 「登録内容確認・変更」から変更内容を登録する。
* 「試験日・受験都市・テストモジュール」の変更は、申込締切日までは1回のみ無料で可能です。 2回目以降の変更には6,300円
（税込）の手数料が必要となります。 2回目以降の変更の際には、必ずメールにて事務局までご連絡ください。
●How to change via online
1. Please access (https://uketuke.eiken.or.jp/ielts) and log in.
2. Go to "Confirm/Change Registration Status" in the main manu screen and change the detail.
* When it is still during the registration period, your prefered test date, venue, and test module can be changed free of
charge for the first attempt; however, it will cost 6,300JPY from the 2nd attempt. If you wish to change your exam detail
from the 2nd time, please contact the IELTS Administration Office on jp500ielts@eiken.or.jp (Tokyo Centre) /
●2回目以降の変更方法
1. 事務局にメールにて連絡し、変更を希望する「試験日・受験都市・テストモジュール」に空きがあるかを確認してください。
メールアドレス： jp500ielts@eikn.or.jp （東京センター）
jp512ielts@eiken.or.jp （大阪センター）
件名を「変更確認依頼」としてください
2. ご希望の変更が承認されたら、所定の手数料を下記までお振込みください。(1回目の変更は無料です）
銀行名
支店名
口座の種類
口座番号

みずほ銀行
飯田橋支店
普通

2504725
公益財団法人日本英語検定協会

口座名義

（コウエキザイダンホウジン ニホンエイゴケンテイキョウカ
イ）

3. 必要事項を記入した「試験情報変更依頼書（Request Form for Change）」を申込締切日までに事務局までFAXもしくはEMailにて送付してください。
●How to make the 2nd change request
1. Please e-mail IELTS Administration Office and ask if there are any vacancies to change.
jp500ielts@eiken.or.jp (Tokyo Centre) jp512ielts@eiken.or.jp (Osaka Centre) Re: Request for Registration Status
2. If your change is approved, please arrange to pay the fee to the bank account details.
(1st change will be free of charge.)
Bank Name
Branch Name
Accont Type
Account Number
Account Holder

Mizuho Bank
Iidabashi Branch
Saving Account

2504725
Koekizaidanhojin Nihon Eigo Kentei Kyokai

3. Please fill in the Request Form for Change and fax it to IELTS Test Centre or send it by e-mail attachment.
公益財団法人日本英語検定協会 IELTS事務局
EIKEN FOUNDATION OF JAPAN
IELTS ADMINISTRATION OFFICE

〒162-8055 東京都新宿区横寺町５５
55 YOKODERA-MACHI SHINJUKU-KU TOKYO 162-8055
TEL： 03-3266-6852
FAX： 03-3266-6145
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-3-16 京富ビル7F
７F, 1-3-16 SONEZAKISHINCHI KITA-KU OSAKA 530-0002
TEL： 06-6455-6286
FAX： 06-6455-6287

試験情報変更依頼書
(Request Form for Change)
事前に変更可能かどうかの確認を取った上で、IELTS事務局に申込締切日までにお送りください。
(This form should be submitted to the test center until the registration deadline after contacting the IELTS Administration
office)
Title

氏 名

Family Name

Other Name

(Name)
パスポートと同じ氏名をご記入ください。（These names must be the same as the names on your passport.)

現住所
(Address)

連絡先電話番号
(Tel. No./Mobile No.)

メールアドレス
(E-mail)

母国語

国籍
(Nationality)

(First Language)

パスポートナンバー
(Passport Number)

テ

ス

ト

詳

細

(Most Recent IELTS Test Details)

センター番号

センター名

日付

（Centre Number）

（Centre Name）

（Date)

変更内容（変更箇所のみ記入してください）
変更前（Before)

変更後（After)
受験モジュール

受験モジュール
（Test Module
Registered)

試験日・受験地
(Date/Venue）

（Test Module
Registered)

/

/

(day/month/year)

/

試験日・受験地
(Date/Venue）

/

(day/month/year)

変更理由
（Reason for Change)

変更連絡日
(Contacted Date)

/

/

(day/month/year)

Candidate Signature

手数料入金日
(Paid Date)

/

Date：

/

/

(day/month/year)

/

(day/month/year)

Test Centre Use Only : Previous Request for Refunds/Transfer
Received by:

Date：

/

/

(day/month/year)

Grounds for Application

Registered Test Date

Availability

Request approved / not approved(Please circle) Authorised by :

Test date or/and
Test Venue

Module

Date：

/

Other

/

(day/month/year)

