
 
 

TOEIC® Listening & Reading IP テスト（オンライン）ご利用ガイド 

 

～団体特別受験制度（IP: Institutional Program、以下 IP テスト）について～ 

IP テストは、企業・団体・学校が任意に設定した日時・場所において、実施団体の管理の下で行われます。 

 

受験者は、実施団体に所属する従業員、職員、学生、生徒およびこれらに準ずる者に限ります。 

実施団体は、本ご利用ガイドを含む当協会より提供される実施に関わる資料等に従って、適切にテストを進行するとともに、テスト問題の複製

等の事態が発生しないよう責任を持って管理していただきます。 

 

テスト問題は、公開テストで過去に使用した問題を、一定期間あけて再利用します。公開テストと IP テストのテスト結果（スコア）の意味は

同じです。ただし、IP テストでは公開テストで使用された問題を再利用しており、まれに同一問題を受験する可能性がある点、また当協会の

管理下で実施・運営する公開テストと異なり、テスト実施の進行・管理を実施団体に委ねている点から、Official Score Certificate（公式

認定証）は発行されません。 

 

～TOEIC L&R IP テスト（オンライン）とは～ 

TOEIC L&R IP テスト（オンライン）とは、企業・団体・学校などで任意に日時を設定し、インターネット上でご受験いただける制度です。 

■ ご担当者は、テスト実施のお申し込みからテスト結果受領までをインターネット上で行うことができます。※1 

 
■ ご担当者は、最新の受験完了状況についてテスト実施期間中常時、テスト結果データファイルにてご確認いただけます。※2 

なお、テスト実施期間終了日の翌日午前 10:00 に【テスト結果取得通知】をメール配信いたします。 
これをもってご確認・ダウンロードいただくテスト結果データファイルは、メール内記載の申込番号の申込下で受験した全受験者のテスト結
果が反映された最終確定版となります。 
ダウンロードできるテスト結果データファイルは、CSV または TSV形式です。※3 

 
■ 受験者は、テスト終了直後に自身のテスト結果（スコア）を確認できます。 

なお、テスト受験完了日の翌日午前 10:00 に、受験完了者宛に【テスト結果取得通知】をメール配信いたします。 
本メール受信後からは受験者専用サイトにおいてテスト結果（スコア）を再度確認することができます。

※3
 

紙のスコアレポートは発行されませんが、PDF形式にてテスト結果の取得・印刷が可能です。 
 

※1 事前に TOEIC 団体インターネット・サービスへの登録手続きが必要です。また貴団体で IP テストまたは公開テスト団体一括受験申
込を初めてご利用になる場合は、登録前に新規取引申込書をご提出いただく必要があります。 その場合、所定の手続きが必要にな
りますので、実施予定日の約 1 ヶ月前までに当協会へご連絡ください。 

  
登録申請完了後、当方よりご担当者宛てに、サービスのご利用に必要な ID・パスワード・乱数表をお送りいたします。 
ID・パスワード・乱数表は、TOEIC団体インターネット・サービスを利用してお申し込みを行う試験全てに共通でご利用いただけますの
で大切に保管してください。 
 

※2 各受験者のテスト受験完了後 1時間以内に、テスト結果データがテスト結果データファイルに反映されます。 
ただし、深夜 1:00～4:59 に受験完了した受験者のデータは、朝 5:00 にテスト結果データファイルに反映されます。 

 
※3 テスト結果に Abilities Measured（項目別正答率）は含まれません。 
 

 
  



 
 

お申し込みからご実施、お支払いまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①実施予定日の決定 

⑤アンケート回答 

⑫受験料のお支払い 

②お申し込み 

実施予定日の 5営業日前までに(※1)、申込サイトからお申し込みください。 

⑨ご担当者宛テスト結果取得通知メール送信 

お申し込み時に設定したテスト実施終了日翌日午前 10:00にテスト結果取得通知メールをご担当者へお送り 

いたします。申込サイトよりテスト結果データファイル（全受験者の結果を含む最終版）をダウンロードしてください。 

なお、テスト実施期間中常時、テスト結果データファイルにて最新の受験完了状況をご確認いただけます。 

⑪請求書発送 

テスト実施終了日翌営業日を 1営業日目と起算し、5営業日目に請求書を発送いたします。 

※1営業日について 

 ・土・日・祝日・年末年始を除く日を指します 

 ・土・日・祝日・年末年始に IP テストを実施される場合、その直前の営業日をテスト実施日として起算します 

※2 テスト結果（PDF ファイル）について 

 ・PDF形式ファイル「TOEIC Listening & Reading Institutional Program (IP) online Test Result」を指します 

 ・この PDF ファイルは、受験者が各自、受験者サイト上でダウンロードできるものです 

 ・この PDF ファイルは、ご担当者が、申込サイト上でダウンロードすることもできます 

= 貴団体 

= 受験者 

= 当協会 

④受験者情報登録 

⑥各自受験（受験後、試験画面上でスコア確認） 

⑩全受験者のテスト結果の確認 

受験者情報はご担当者が設定した受験者情報登録期日までにご登録ください。 

③申込確定通知メール送信 

テスト実施期間終了 

⑧テスト結果（PDF ファイル）(※2)の確認 

⑦（受験完了翌日）受験者宛テスト結果取得通知メール送信 

⑧テスト結果（PDF ファイル）(※2)の確認 

⑦（受験完了翌日）受験者宛テスト結果取得通知メール送信 



 

お申し込みにあたって 

1. テスト実施日 ：任意に設定可能です。テスト実施期間として最長 2 ヶ月間の設定が可能です。 

2. 対象者 ：貴団体に所属する方（従業員・職員・学生・生徒）を対象としたお申し込みとなります。 

・テスト実施時点における、退職者・卒業生は対象外とします。 

・研修会社の場合は、貴団体に所属する方および貴団体における研修・講座の受講生以外は、対象外とします。 

※ひとつのお申し込みにおいて、同一受験者が複数回受験することはできません。 

3. 受験料 ：次頁「受験料（1名あたり）」をご確認ください。 

・受験料は実際の受験者数でご請求します。 

・テスト実施後に送付される請求書に基づき、請求書日付の翌月末日までに指定の銀行口座に振り込みください。 

なお、振込手数料は貴団体にてご負担ください。 

4. 遵守事項・個人情報取扱いへの同意・遵守： 

IP テストのお申し込み・実施にあたっては、「TOEIC® Listening & Reading IP テスト（オンライン）に関する遵守

事項および個人情報の取扱いについて」に同意・遵守いただきます。 

 

初めて IP テストを実施する際の申込方法 

① テスト実施日の約 1 ヶ月前までに、当協会へご連絡ください。 

連絡先については「お問い合わせ先」をご確認ください。 

② 当協会より下記の書類を送付します。 

・新規取引申込書（すでに TOEIC Program の各種テストを実施し、新規取引申込書を送付済みの場合は必要ありません） 

・TOEIC®団体インターネット・サービス登録申請書および利用規約 

③ 新規取引申込書に必要事項をご記入の上、貴団体の案内書（会社案内・学校案内など）を添えて、当協会へご送付ください。 

④ テスト実施日の 5営業日前までに「TOEIC® Program <IP テスト(オンライン)>申込サイト」からログインの上お申し込みください。

「TOEIC® Program <IP テスト(オンライン)>申込サイト」ではお申し込みの手続きからテスト結果の受領までをインターネットで行えます。 

URL: https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9mfpin3qhkho4/d1CUhJ/login.html 

 

※申込サイトログイン後の具体的な手続き方法については、別紙【TOEIC® Listening & Reading IP テスト（オンライン）申込の手順】を

ご確認ください。 

※具体的な受験方法については、別紙【TOEIC® Listening & Reading IP テスト（オンライン）受験のしおり】をご確認ください。 

 

テスト実施にあたって 

<動作環境> 

OS ブラウザ その他 

・Windows 8.1 (32 or 64bit版) 

・Windows 10 (64-bit のみ) 

・Microsoft Internet Explorer 11 

・Google Chrome 最新版 

・Microsoft Edge 最新版 

＜モニタの解像度＞ 

解像度 1024×768以上、14 インチ以上のモニタを推奨 

＜ネットワーク環境＞ 

LAN： 各コンピュータに 100Mbps 

WiFi： 54 Mbps 以上。1 アクセスポイントにつき 12台まで 

・macOS 10.14 Mojave 

・macOS 10.15 Catalina 

・macOS 11 Big Sur 

・Google Chrome 最新版 

※Safariは対応しておりません 

※スマートフォンでの受験はできません。 

※iPad で受験される際は専用アプリのインストールが必要です。 

※AI監視サービスをご利用の場合、Microsoft Internet Explorer 11 および iPadはご利用いただけません。 

※Windows/Microsoft Edge,  macOS/Google Chrome については、テスト開発元の Educational Testing Service (ETS)が指定する System Requirements

には含まれておりませんが、IIBC が行った動作検証により、問題なく動作することを確認しております。 

 

 

https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9mfpin3qhkho4/d1CUhJ/login.html


テスト結果 

■テスト結果データファイルについて 

テスト結果データファイルは、「TOEIC® Program <IP テスト(オンライン)>申込サイト」から CSV または TSV形式でダウンロードいただけま

す。データ分析等にご活用ください。 

＜テスト結果データファイルのダウンロード期間について＞ 

テスト結果データファイルのダウンロードは、テスト実施終了日より翌月末まで可能です。これ以降は採点データが削除されますのでご注意くださ

い。 

※採点データについて 

・採点データは、採点した年度の翌年度 4月 1日から 2年間保管します。この期間であればテスト結果データファイルの再提供が可能です。なお、再提供には別途所定の手続

きが必要となりますので当協会にお問い合わせください。 

・保管期間を経過した採点データは、特定の個人を識別することができない統計データとして保管します。 

 

お支払い 

テスト実施終了日翌営業日を 1営業日目と起算し、5営業日目に請求書を発送いたします。請求書日付の翌月末までに指定銀行口座へお振

り込みください。なお、振込手数料は貴団体にてご負担ください。 

 

本サービスサイトご利用時のパソコンの動作環境と留意事項 

本サービスサイトをご利用いただくために必要なインターネット接続環境およびパソコンの動作環境は以下のとおりです。 

(1) 推奨ブラウザについて 

本サービスの推奨ブラウザは、以下のとおりです。 

推奨ブラウザ バージョン 

Internet Explorer 11 

Google Chrome 最新版 

※メーカーのサポートが終了したバージョンでは、正しく動作しないことがあります。メーカーのサポート対象バージョンをご利用くださいますよう

お願いします。 

(2) インターネット接続について 

本サービスサイトへ接続する場合、企業・学校などでファイヤーウォールやプロキシサーバーをご使用の場合には、設定内容によってはご利

用いただけない場合があります。詳細は貴団体システム管理者にご確認ください。 

(3) JavaScript について 

本サービスサイト内のシステムは JavaScript を使用しておりますので、ブラウザの設定で JavaScript を「有効にする」に設定していただく

必要があります。 

(4) SSL について 

本サービスサイトでは、安心してお申し込みいただけるように、貴団体とのインターネット通信時に SSL（Secure Socket Layer）暗号

化技術を利用しています。上記の推奨ブラウザは標準設定で SSL に対応していますので、通常は特別の設定をしていただく必要はありま

せんが、もし SSL が有効とされていない場合は、有効にしていただく必要があります。SSL の設定を有効にする方法はブラウザにより異なり

ますので、貴団体のシステム管理者にご確認ください。 

(5) クッキーについて 

本サービスサイトでは、クッキー（Cookie）機能を使用しています。クッキー機能とは、サーバーから貴団体のブラウザに送信され、貴団体

が使用しているコンピュータのハードディスクまたはメモリに情報を蓄積する機能です。本サイトでは、システムの動作上必要な情報にのみク

ッキー機能を使用し、貴団体の個人情報の保存には使用しません。本サービスサイトをご利用いただくためにはご使用の Web ブラウザの

設定で「Cookie を利用可能」と設定していただく必要があります。 

 

 



 

受験料（1名あたり）※すべて税込              

 

 

 

 

 

※受験者数「500名以上」の受験料については、1 つのお申し込みにおける受験者数が 500名以上の場合に適用される特別割引価格 

です。 

※受験料は請求書日付の翌月末日までに指定銀行口座へお振り込みください。なお、振込手数料は貴団体にてご負担ください。 

 

お問い合わせ先（土・日・祝日・年末年始を除く 10:00～17:00） 

 

東京 〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-14-2 山王グランドビル  TEL：03-5521-5913 

名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦 2-4-3 錦パークビル   TEL：052-220-0282 

大阪 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 御堂筋エスジービル  TEL：06-6258-0222 

 
ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC and TOEIC BRIDGE are registered trademarks of ETS, Princeton, New Jersey, USA, and used in Japan under license. Portions are copyrighted by ETS 

and used with permission.  

 

（2021年 4月現在） 

 

受験者数 

項目 
499名以下 500名以上 

通常価格 4,230円 3,680円 

賛助会員価格 3,130円 2,580円 


