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１．セールス本社英語施策について
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・英語研鑽している方

・英語研鑽の意志のある方

・英語能力が一定程度ある方

ETP Advanced
（自由選択＋GTEC）

上限100万円

ETP Standard
（自由選択＋GTEC）

上限22万円

施策 特長

集中的
にトレー
ニングで
きる

本格的な
メニューを
自分で選
べる

気軽に勉
強できる

英語研鑽
の習慣化
のきっかけ

・業務上、
英語の会議出席・プレゼンが

必要な方

2021年
3月
時点

TOEIC
スコア

600以上

TOEIC
スコア

599以下

TOEIC
2回/年

※会場受験
に加えて、オ
ンラインも受
講可能（6-
7月、10-11
月）

10
名～

35
名

30
名

人数

ETP Light
（選択式）
上限7万円

1.1 セールス本社英語施策の全体像



英語研鑽を

習慣化する

期間集中・本

格的に英語

研鑽をする

集中的・本格

的に、実践に

近い形で学ぶ
自助努力に
より、土台と
なる英語スキ
ルを身に着け
る

TOEICスコア600以上
または

2021年度内のTOEIC受験
ETP Light

ETP Standard

ETP Advanced

①業務上英語スキルが必要な人が、充分な支援を受けられる
②スキルがある人、研鑽の意志のある人が、支援を受けられる

1.2 セールス本社英語施策のコンセプト



２．2021年のETP３コースについて
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2.1 ETPの３コース概要
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ETP Advanced ETP Standard ETP Light

対象者
 現在の業務上研鑽の必要（その見込

み）があり、受講にあたり上司承認のある
者

 TOEIC600以上のスコア保持者で、受講
にあたり上司が承認する者

 TOEIC600以上のスコア保持者で、受
講にあたり上司が承認する者

 2021年度のTOEIC受験者（その場
合スコアが600に未達の場合も可）で、
受講にあたり上司が承認する者

サービス

 申込時に人事チーム事務局より上司・本
人へのヒアリングを実施

 各種語学学校のサービスから自由に選択
 人事チーム事務局より紹介・マッチング、

CTS語学サポートデスクのカウンセリングを
通じてサービスを選択することも可能

 各種英語学校のサービスから自身で自由
に選択

 またはCTS語学サポートデスクのカウンセリ
ングを通じてサービスを選択することも可能

 CTS語学サポートデスクのカウンセリング
を通じて、サービスを選択

補助金
 上限100万円（税込）
（人事チーム事務局と相談のうえ金額設定）
※課税対象

 上限22万円（税込）
※課税対象

 上限7万円（税込）
※課税対象

GTEC受講  受講前後のGTEC受験・スコア提出必須  受講前後のGTEC受験・スコア提出必須  GTEC受験は不要

所属
プログラム申込時点でセールスG本社所属であること

本案内以降の他部門・本社外からの異動者には、マネジメントから本研修をご案内ください。
ETP受講中に支社・他部門へ異動となった場合も、補助の対象とします。

期間 2021年12月末まで（各種サービスを修了し、受講後のGTEC受験まで完了）

時間の扱い 原則業務時間外とする



2.2.1 ETP Advancedの受講開始から終了までの流れ
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手順 注意事項

① ETP Advancedの受講について、上司からの承認を得る。  この際、ご自身に「現在の業務上研鑽の必要またはその見込み」があることをご確認ください。

② 人事チーム事務局に、メールで受講の申込をする。
 メールのCCに上司を入れてください。
 「ETP利用申込書」を作成・添付してください。

③ GTECを受験する。

 効果測定のため、コース受講前後にGTECを受験いただきます。
 2020年度ETP受講者に限り、2020年コース受講後のGTEC結果を以て2021年度コース受

験前GTEC結果に代えるため、2021年度コース受講前GTEC受験は不要です。
 GTECはご自身でお申し込みください。受験料は、都度ご自身でConcur申請してください。
 「GTEC Business 公開会場版 4技能」（会場受検タイプ）を選択ください。

④ 語学学校と受講したいコースを選択し、人事チーム事務局に報告する。

 語学学校選択についてはp.9をご覧ください。
 人事チーム事務局が語学学校を紹介・マッチングすることも可能です。
 CTS語学サポートデスクのカウンセリングを通じてサービスを選択することも可能です。
 語学学校との契約・支払い等は、人事チーム事務局にて実施します。

⑤ コースを受講する。修了後、人事チーム事務局に報告する。  メールのCCに上司を入れてください。

⑥ GTECを受験する。
 GTECはご自身でお申し込みください。受験料は、都度ご自身でConcur申請してください。
 「GTEC Business 公開会場版 4技能」（会場受検タイプ）を選択ください。

⑦ 人事チーム事務局に、④と⑥で受験したGTECのスコアを送る。

 メールのCCに上司を入れてください。
 原則、⑦までを2021年12月中に完了いただきます。12月中にGTECのスコアの提出と受験料

のConcur申請がなければ、費用補助を行わない場合がございます。間に合わない可能性があ
りましたら、早めに人事チーム事務局までご相談をください。

⑧
人事チーム事務局より、受講後のヒアリング（語学学校の満足度、ご自身の
目標の達成度合い）をお願いする場合がございます。



2.2.2 ETP Advancedの利用のための各種手続きについて
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項目 申込方法 必要書類名 注意事項

GTEC申込・受験

GTEC受験申込フォーム
 “GTEC Business 公開会場版 4技能”を

受験してください。
 フォームにはp.17の通り記入してください。

 受験費用の領収書

 スコア表

 ご自身でConcur申請してください。
 コース受講前後2回分が必要です。2020年度ETP受講者は、コース受

講後のみの受験となりますので、1回分です。

語学学校の
選択と申込

語学学校が公開しているコースから選択ください。
ベルリッツ、GABA、リアリーイングリッシュについては、
JTG調達インフォメーション広場の語学研修サイトを
ご覧ください。

※上記以外の語学学校・サービスの利用を希望さ
れる方は、人事チーム事務局にご相談ください。

なし

※Advancedは、申込・
書類取得は人事T事務
局が行いますので、提出
不要です。

 選択するコースによっては、申告しなければ領収書や受講証明書が発行
されない場合があります。

 受講修了証明書については、一定の出席率を満たない場合、発行され
ないことがあります。

 各種書類については、再発行が出来ない場合があります。

項目 会社による補助額 立替払い・申請について 施策纏めコード/注意事項

GTEC費用 全額
立替払いをし、

都度Concur申請をしてください。
（人事チーム事務局への報告不要）

 以下の経費区分で申請してください。
施策纏め（１～４）コード：AD0622/ADTBA77//
施策纏め（５～８）コード：///
会計コード検索
摘要：購買その他＞研修＞M&S研修＞開催・受講費＞税率10％
内部指図 ：ADTBA77
原価センタ ：セールスG-本社-経常

語学学校の
コース費用

上限100万円（税込）
人事チーム事務局と相談のうえ金額設定

受講者による立替払いは不要です。  課税対象となります。課税処理は人事チーム事務局にて実施します。

 GTECと語学学校の費用申請方法について

 GTECと語学学校の申込について

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lerh-rhsit-f241e7162ca8659f3674d921a83b0360
https://japantobaccoinc2.sharepoint.com/sites/int_20190070/SitePages/%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E7%A0%94%E4%BF%AE.aspx
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手順 注意事項

① ETP受講について、上司からの承認を得る。

② 人事T事務局に、メールで受講の申込をする。  メールのCCに上司を入れてください。
 「ETP利用申込書」を作成・添付してください。

③ GTECを受験する。  効果測定のため、コース受講前後にGTECを受験いただきます。
 2020年度ETP受講者に限り、2020年コース受講後のGTEC結果を以て2021年度コース受

験前GTEC結果に代えるため、2021年度コース受講前GTEC受験は不要です。
 GTECはご自身でお申し込みください。受験料は、都度ご自身でConcur申請してください。
 「GTEC Business 公開会場版 4技能」（会場受検タイプ）を選択ください。

④ 語学学校と受講したいコースを選択し、自身で申込・支払いをし、受
講を開始する。

 語学学校選択についてはp.11をご覧ください。
 CTS語学サポートデスクのカウンセリングを通じてサービスを選択することも可能です。

⑤ コースを修了し、受講修了証明書と領収書を取得する。

⑥ GTECを受験する。  GTECはご自身でお申し込みください。受験料は、都度ご自身でConcur申請してください。
 「GTEC Business 公開会場版 4技能」（会場受検タイプ）を選択ください。

⑦ ⑤のPDFファイルと③と⑥で受講したGTECスコアレポートを人事T事
務局にメールで送付し、修了報告をする。

 メールのCCに上司を入れてください。

⑧ 人事T事務局による確認、コース受講料Concur申請許可後に、コー
ス受講費をConcur申請する。

 人事T事務局の許可なくコース受講費をConcur申請することは厳禁です。

⑨ コース受講費のConcur申請が上司承認が済んだら、人事T事務局
へメールでその旨報告をする。

 メールのCCに上司を入れてください。
 原則、⑨までを2021年12月中に完了いただきます。12月中に受講修了証明書・GTECのスコ

アの提出と費用のConcur申請がなければ、費用補助を行わない場合がございます。間に合わな
い可能性がありましたら、早めに人事チーム事務局までご相談をください。

2.3.1 ETP Standardの受講開始から終了までの流れ



2.3.2 ETP Standardの利用のための各種手続きについて
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項目 申込方法 必要書類名 注意事項

GTEC申込・受験

GTEC受験申込フォーム
 “GTEC Business 公開会場版 4技能”を

受験してください。
 フォームにはp.17の通り記入してください。

 受験費用の領収書

 スコア表

 ご自身でConcur申請してください。
 コース受講前後2回分が必要です。2020年度ETP受講者は、コース受

講後のみの受験となりますので、1回分です。

語学学校の
選択と申込

語学学校が公開しているコースから選択ください。
ベルリッツ、GABA、リアリーイングリッシュについては、
JTG調達インフォメーション広場の語学研修サイトを
ご覧ください。

※上記以外の語学学校・サービスの利用を希望さ
れる方は、人事チーム事務局にご相談ください。

 コース費用の領収書

 受講修了証明書

 選択するコースによっては、申告しなければ領収書や受講証明書が発行
されない場合があります。

 受講修了証明書については、一定の出席率を満たない場合、発行され
ないことがあります。

 各種書類については、再発行が出来ない場合があります。

項目 会社による補助額 立替払い・申請について 施策纏めコード/注意事項

GTEC費用 全額
立替払いをし、

都度Concur申請をしてください。
（人事チーム事務局への報告不要）

施策纏め（１～４）コード：AD0622/ADTBA76//
施策纏め（５～８）コード：///
会計コード検索
摘要：購買その他＞研修＞M&S研修＞開催・受講費＞税率10％
内部指図 ：ADTBA76（英語トレーニングプログラム）
原価センタ ：セールスG-本社-経常
※コース費用は課税対象となります。課税処理は人事チーム事務局にて実
施します。

語学学校のコー
ス費用

上限22万円（税込）
※コースの合計金額が、補助金額を超え
る場合、超過分は自己負担です。この場
合のConcur申請方法については、個別
に人事T事務局よりご説明します。

立替払いをし、
人事チーム事務局の確認・許可後、

Concur申請してください。

 GTECと語学学校の費用申請方法について

 GTECと語学学校の申込について

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lerh-rhsit-f241e7162ca8659f3674d921a83b0360
https://japantobaccoinc2.sharepoint.com/sites/int_20190070/SitePages/%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E7%A0%94%E4%BF%AE.aspx
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手順 注意事項

① ETP Light受講について、上司からの承認を得る。

② 人事T事務局に、メールで受講の申込をする。  メールのCCに上司を入れてください。
 「ETP利用申込書」を作成・添付してください。

③ CTS語学サポートデスクのカウンセリングを通じてサービスを選択する。  リアリーイングリッシュについては、受講者本人での対応方法が他サービスと異なります。
Edulinx(旧リアリーイングリッシュ)のサービスを選択する場合は、必ず人事チーム事務局に
ご報告ください。

④ 自身で定めたコースを修了し、CTSから発行される受講修了証明書を人事T事
務局にメールで送付する。

 メールのCCに上司を入れてください。
 原則、④までを2021年12月中に完了いただきます。12月中に受講修了証明書の提出

がなければ、費用補助を行わない場合がございます。間に合わない可能性がありましたら、
早めに人事チーム事務局までご相談をください。

⑤ コース受講料について、上限金額7万円に対し超過分があれば自身で支払う。  支払いについて、詳細はCTS語学サポートデスクの指示に従ってください。

2.4.1 ETP Lightの受講開始から終了までの流れ



2.4.2 ETP Lightの利用のための各種手続きについて
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項目 申込方法 必要書類名 注意事項

ETP Lightの
各種サービス

 CTS語学サポートデスクのカウンセリングを通じ
てサービスを選択し、申込する。

 受講修了証明書
 受講修了証明書については、出席率等定められた基準を満たない場合、

発行されないことがあります。

項目 会社による補助額 立替払い・申請について 注意事項

各種サービス費用

※Edulinx（旧リアリーイ
ングリッシュ）を除く

上限7万円（税込）

※サービスの合計金額が補助金額を
超える場合、超過分は自己負担です。

受講者による立替払いは不要で
す。

 課税対象となります。課税処理は人事チーム事務局にて実施します。

Edulinx（旧リアリーイング
リッシュ）のサービス費用

立替払いをし、
人事チーム事務局の確認・許可
後、Concur申請してください。

施策纏め（１～４）コード：AD0622/ADTBA76//
施策纏め（５～８）コード：///
会計コード検索
摘要：購買その他＞研修＞M&S研修＞開催・受講費＞税率10％
内部指図 ：ADTBA76（英語トレーニングプログラム）
原価センタ ：セールスG-本社-経常
※コース費用は課税対象となります。課税処理は人事チーム事務局にて実
施します。

上限7万円超過分 ー 受講者の自己負担です。  CTS語学サポートデスクから、クレジットカード等でのお支払いを案内します。

 各種サービスの費用申請方法について

 各種サービスの申込について



３．FAQ・問い合わせ先
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FAQ・問い合わせ先
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 FAQ
■申込は期間中いつでも可能ですか？

可能です。ただし予算の都合上、申し込みが一定数に達した時点で受付を終了する可能性があります。
また、期間（2021年12月まで）と業務スケジュール等を加味した中で、確実に受講が出来るコースを選定ください。
※原則100％受講いただくものです。

■業務上必要であるためETP Advancedを受講する場合も、受講時間は業務時間外ですか？
ご認識の通りです。

■コース費用は、課税対象ですか？
Advanced・Standard・Lightのいずれも課税対象です。

■コース費用は、社会保険料の算定に影響しますか？
影響しません。

■TOEICはいつ受験可能ですか。
2021年4月～2022年3月の間に2回まで受験料会社負担で受験可能です。
４．参考資料内の「」をご覧ください。
なお、セールス本社として、6～7月と10～11月を、IPテスト受験期間として設定しています。
期間中、お好きな日にオンラインで1時間程度受験いただけますのでお役立てください。

■３つのコースは複数受講できますか？
可能です。受講期間が重複しても構いません。ただし、必ず修了できるよう計画的に受講ください。
また、予算の都合上、複数の申し込みをお断りする場合があります。

 問合せ先
■本通知および受講に関するお問合せ
人事チーム事務局（鈴木・才田）までご連絡ください。

■コースに関するお問合せ
各語学学校へお問合せ下さい。問合せ先は、語学研修サイトからご確認ください。

mailto:akiko.a.suzuki@jt.com;mayuko.saida@jt.com
https://japantobaccoinc2.sharepoint.com/sites/int_20190070/SitePages/%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E7%A0%94%E4%BF%AE.aspx


４．参考資料
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【GTEC】受験申込フォームの記入について

17

赤枠内必須項目を記入ください。
部署名は「セールスグループ●●部」としてください。

お支払い方法は「個人払い」を選択してください。

GTECの申込みであることが分かるよう、
「GTECの申込をお願いします」と記入下さい。

日程や会場の調整は別途、
GTECの担当者より連絡がありますので、

ご対応をお願いします。



【TOEIC】受験料補助について
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 期間・回数
2021年4月～2022年3月の期間中、社員一人あたり2回まで、受験料を補助します。

 受験方法
どちらの方法で受験しても1回とカウントし、合計2回までとします。
個人受験

受講者本人が公開テスト日程への申込を行い、指定される各地の会場で受験する方法
 IPテスト_オンライン受験

受験可能期間内に受験者が希望する日時でオンライン受験する方法（詳細はこちら）

 留意事項
受験時間は勤務扱いではありません。
受験料は会社経費、各回の受験時に必要な顔写真の撮影料および交通費は個人負担とします。

https://www.iibc-global.org/toeic/corpo/guide/toeic/online_program.html


【TOEIC】個人受験について
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 受験申込方法
受験希望者本人がwebサイトから、直接申込みを行います。p.20を参照ください。
なお、申込手順のうち、以下の事項については、とりわけご留意ください。

■Step 5（バウチャーコードの入力画面）
申込には、JT独自の認証コードの入力が必要です。コードは、以下に表示した全ての回で共通です。
※本コードはJT社員の支払を一括で行うためのものです。JT社員以外への共有は厳禁です。
■Step 7（必要情報の入力画面）
「任意番号」欄に必ず、社員番号（5桁／半角数字／頭の“000”は不要）を入力願います。

 実施日程・会場
2021年4・5・6・7・9・10・11・12月、2022年1・3月開催の公開テスト日程から選択し、各地の会場で受験します。
詳細は、WEBサイト（http://www.toeic.or.jp/toeic/guide01/schedule.html）を参照ください。

 受験日当日までの流れ
受験日当日までの流れや当日の持ち物、注意事項については、
WEBサイト内「申込から受験までの流れ」（http://www.toeic.or.jp/toeic/guide01.html）を参照ください。

 キャンセル方法
申込後、各実施回の「申込締切日」までの間であれば、キャンセルが可能です。
受験者本人によるキャンセルはできませんので、キャンセルをされる場合は、すみやかに東京研修センター(trainingcenter@jt.com)まで、
対象者の情報（社員番号／氏名／受験回／受験日）をメールにてご連絡ください。
キャンセル〆切後に、何らかの理由で受験が出来なくなった場合についても、同様にご連絡ください。
その場合、受験票等が受験者本人宛に郵送されてしまいますので、各自、廃棄いただくようにお願します。
申込確定後に欠席した場合は、1回とカウントします。

 試験結果（TOEICスコア）の通知／登録
試験結果については、受験者本人が受験申込時に登録した住所宛に郵送されます。
ワークフロー内「資格」情報への登録は、人事部にて一括で実施致しますので、各自での申請対応は不要です。

http://www.toeic.or.jp/toeic/guide01/schedule.html
http://www.toeic.or.jp/toeic/guide01.html
mailto:trainingcenter@jt.com


【TOEIC】個人受験の申込手続きについて
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【TOEIC】IPテスト_オンライン受験について

21

 受験可能期間
A期間：2021年6月1日～年7月31日
B期間：2021年10月1日～11月30日
※期間内に2回受験することはできません。ただし、A/B期間にIPテスト_オンライン受験と個人受験を1回ずつ受験いただくことは可能です。

 受験申込方法
 A期間の受験申込サイト：https://area18.smp.ne.jp/area/cl/1605334/2eGWe0H7ci0D/M?S=mgnhn4sind

申込期限：2021年7月31日まで
 B期間の受験申込サイト：追ってご連絡します。

申込期限：2021年11月30日まで

 オンライン受験方法
添付「IPテストオンライン受験_受験＆結果確認手順」「IPテストオンライン受験_受験のしおり」を参照してください。
※「ログインして受験する」を押下すると1回とカウントされます。受験申込をして期間中に受験しなかった場合は1回とカウントされません。

 試験結果（TOEICスコア）の確認／登録
添付「IPテストオンライン受験_受験＆結果確認手順」を参照してください。
試験結果は、実施日から起算して翌月末日以降参照できなくなりますのでご注意ください。
ワークフロー内「資格」情報への登録は、営業管理部人事Tにて一括で実施致しますので、各自での申請対応は不要です。

 「IPテストオンライン受験_受験＆結果確認手順」「IPテストオンライン受験_受験のしおり」

こちらを参照ください。

https://area18.smp.ne.jp/area/cl/1605334/2eGWe0H7ci0D/M?S=mgnhn4sind

