※青山学院大学 実施用

TOEIC Listening & Reading IPテスト（オンライン）受験について
■受験可能期間：3月23日（水）10:00 ～ 3月29日（火）15:00
■受験の際には
自分の判断で画面を進めず、受験手順を注意深く読みながら、画面を進めてください。
各手順に注意事項がありますので、必ず守ってください。
■受験の流れ

WiFi（有線）に接続した PC
から、受験の手順に記載さ
れている受験用 URL にア
クセス

アクセスしたサイト上に
記載されている
「ログイン方法について」
を確認後、ログイン

PW を変更し、アンケー
トに回答。
ご自身の Authorization
Code をメモ。
受験の手順に従って
テスト開始

テスト終了画面で
スコア確認
※PDF のテスト結果は
テスト結果確認期間内に
アクセスし、各自 DL。

■注意事項 スムーズな受験のため、①～⑥を必ず守ってください
①受験の動作環境は下記のとおりです。今回、パソコンでの受験のみを推奨致します。
タブレットやスマートフォンでの受験はできません。 ※今回iPadでのご受験はできません
その他、詳細については、受験直前にDLする「受験のしおり」をご確認ください。

(推奨)

PC

Windows OSの場合の使用可能ブラウザ
・Microsoft Internet Explorer 11
・Google Chrome
・Microsoft Edge

Mac OSの場合の使用可能ブラウザ
･Google Chrome
Safariは対応していません

②受験用URLで受験手続を進めるフローで、パスワード変更画面が出てきます。
ここで設定したパスワードは後程必要となりますので、必ずメモしてください。
③受験用URLで受験手続を進めるフローで、「Authorization Code」が出てきます。
これは、後程必要となりますので、必ずメモしてください。
④事前に、大学ホームページ上で「受験のしおり」が閲覧可能です。必ず一読し、受験に臨んでください。
使用するPC・OS・ブラウザの設定詳細を確認し、受験環境を整えてください。
⑤2回目以降にテスト受験サイトにログインするときは、自分で設定したパスワードを入力します。
5回以上ログインに失敗するとロックがかかりますが、30分経つと解除されます。再度正しくログインしてください。
⑥受験中にトラブルがあったら、PCの場合はブラウザを「×」ボタンで閉じてください。iPadの場合は、強制終了し
て下さい。再度受験用URLにアクセスしてログインすると、テストは途中から再開できます。
■結果の確認 ※テスト受験用の「Authorization Code」と自分で設定した「パスワード」が必要です。
受験直後にスコアが確認できます。また、PDF形式のテスト結果は3月30日（水）以降に、以下のURLにアクセス
し、ご自身のテスト結果の保存/印刷をしてください。
≪結果確認用サイト：TOEIC Program IPテスト（オンライン）受験者サイト≫
https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9mfqbk0qhlgm2/hikAfc/login.html
テスト結果は、4月30日（土）以降確認できなくなります。必ずそれまでに上記URLにアクセスしてください。

■トラブル例と対処法について
下記に「トラブルシューティング」を記載しております。トラブルが発生したら、ご参照ください。
「トラブルシューティング」を確認しても、解決できなかった場合や、その他不明点がある場合、以下にお問い合
わせください。
【 問合せ先 】
TOEIC オンラインテスト ヘルプデスク（03-5521-5912、営業時間：10 時～17 時）
お問合せの際は、学校名、お名前、トラブル内容をお伝えいただけるとスムーズです。

トラブルシューティング
トラブル
受験用サイトにログインできない。

ログインパスワードを誤って入力し
アカウントロックされてしまった。

Authorization Codeを入力してテストに進んだが、音
が出ない。進まない。
「非SSLでの接続は許可されていません」
というエラーメッセージが表示されている。
突然PCがフリーズ・画面が中断・不具合が生じた。
どうしたらよいか。

受験を再開しようとしたが、接続先URLがわからな
い。
試験を中断したまま実施期間が
終わってしまった。採点されるのか。

試験を完了したかどうかわからず不安。
受験直後に表示されたスコアを確認せずにブラウザ
を閉じた。
再度確認することはできるか。

Authorization Codeを忘れてしまった。

対処法
【初回のログイン時】
IDとパスワードが正しく入力されているか確認してください。
※入力時は半角・全角・大文字・小文字等に注意
【2回目以降ログイン時】
パスワードは、初回ログイン後に自分で変更したものを入力してくだ
さい。
※初回の「a+生年月日（8桁）の9桁」ではない
⇒それでもログインできない場合は、問い合わせ窓口にお問い合わ
せください。
5回入力を間違えるとアカウントロックされますが、30分経過すると再
度ログインできます。30分後に再度ログインしてください。
2回目以降のログイン時には、自分で設定したパスワードを入力しま
す。ご注意ください。
上記の■注意事項①を再度ご確認下さい。
動作環境下外で受験を試みると正常に動作しない可能性が高いで
す。必ず動作環境下で受験してください。
受験のしおりの4ページを参照し、パソコンを調整してください。
一旦、ブラウザを閉じて、使用デバイスやインターネット回線の接続
状況等をご確認ください。問題が解決された後でテスト受験用URLに
アクセスし、テストを再開してください。
テストが中断したところから再開可能です。
下記にアクセスしてください。
《 https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9ogqbs8ldmjli8/G0TK7d/login.
html?univCode=10017795》
Listeningセクションの途中でブラウザを閉じた、もしくはReadingセクシ
ョンの途中で「Finish Test」ボタンを押さずにブラウザを閉じた場合は
採点いたしません。
ただし、テスト画面を開いたままテスト時間が終了、もしくはReadingセ
クションの途中で「Finish Test」ボタンを押し、スコア表示画面を確認
したものについては採点致します。
※スコア表示画面まで進まずにブラウザを閉じた場合、採点されな
い可能性がありますのでご注意ください。
最後にスコアが出たら試験は完了です。心配であれば、再度ログイ
ンしてください。「Completed」と表示されていれば完了しています。
採点されていれば、3月30日（水）以降に結果確認用サイトにアクセス
するとできます。確認の際には、受験時に使用したAuthorization
Codeとパスワードが必要です。なお、スコアを確認できる期間は、4月
30日（土）までですので、それまでにテスト結果の保存・印刷等をして
ください。
受験用サイトに再度ログインすると表示されます。

一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

＜受験者用＞【TOEIC® Listening & Reading IPテスト（オンライン）受験の手順】
STEP 1
1. 受験用のURL（下記）にアクセスしてください。

※実際の画面と異なる場合がございます。
STEP 2

STEP 3

1. アンケートに回答してください。※以下の画像は一部のみ抜粋
1. 大学ホームページ上の「受験のしおり」を確認していない方は「受験のしおりを
見る」をクリックし、試験内容等を確認してください。確認後、以下の手順に沿
って進めてください。
■パソコンで受験する場合（推奨）
「受験する」ボタンから進んでください。
■iPadでは受験できません
今回の受験ではiPadでの受験は推奨しません。アプリのインストールも行
わないように注意してください。

https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9ogqbs8ldmjli8/G0TK7d/login.html?univCode=10017795

Windows PCの場合は、 Internet Exploreか
Mac PCの場合は、 Google Chromeを使用
※Mac PCの場合、Safariは使用不可！

Google Chrome、

Microsoft Edgeを使用

2. 必要事項を選択・入力してログインボタンをクリックして下さい。
■学部
所属学部を選択してください。
■ID／パスワード
ID：「入試種別番号（1桁）+入学手続きをした学部学科コード（3桁）＋入学手続きをした学部学科
の受験番号（5桁） 」（全9桁。半角数字）を入力してください。
パスワード： a+生年月日8桁(全9桁)を入力してください（例：2003年1月1日→a20030101）

アンケートフォームにある「属性1-6」は、大学から指示があれば入力して下さい。
無ければ入力不要です。
全ての入力を終えたら「確認画面へ進む」を押してください。

xxxxxxxxxx

⇒自分の学部を選ぶ
ｘｘｘｘｘを入力
a+生年月日 8 桁（例：2003 年 1 月 1 日生まれ→「a20030101」）

ここに重要な注意事項が
記載されています。
受験前に必ず読んでください。

2.「回答完了」後、ご自身のAuthorization Codeを確認・メモして下さい。

<受験のしおり>

3. パスワードを変更して下さい。
※変更後のパスワードは必ずメモをとって大切に保管下さい。
再ログイン時、テスト結果確認時に必要となります。

【重要！！】

XXXXXXXXXX

この Authorization Code は
後で必要になるため必ずメモする

ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC and TOEIC BRIDGE are registered trademarks of
Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, U.S.A., and used in Japan under license.
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＜受験者用＞【TOEIC® Listening & Reading IPテスト（オンライン）受験の手順】
STEP 4
1. テスト受験サイト上で再度Authorization Codeを入力し、「SUBMIT」をクリック。

STEP2-2参照

※実際の画面と異なる場合がございます。
STEP 5

STEP 6

1. 3月30日（水）以降に
「TOEIC Listening & Reading IP
(https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9mfqbk0qhlgm2/hikAfc/login.html)テスト（オンライ
ン）結果確認用のURL」
にアクセスしてください。※それ
以前はアクセスできません。

1. ご自身のテスト結果をご確認ください。

2. 必要事項を入力してログインボタンをクリック。
【各項目について】
■Authorization コード⇒STEP2-2参照
テスト受験時に使用したAuthorization Codeを入力してください。
■パスワード⇒STEP1-3参照
テスト受験時にご自身で変更されたパスワードを入力してください。

以降テストが開始されます。
テスト画面の詳細につきましては「受験のしおり」をご確認ください。
2. テストがすべて終了すると下記画面が表示されます。「Next」をクリックし、
必ずテスト結果を確認してください。

※スコア表示画面まで進まずにブラウザを閉じた場合、
採点されませんのでご注意ください。
2. 「テスト結果印刷」をクリックするとご自身のテスト結果をPDF形式で
印刷いただくことができます。必要に応じてPDFファイルを保存願います。

※結果確認開始日より約1ヶ月経過後、結果の確認ができなくなりますのでご注意ください。

2. テスト結果確認をクリックして下さい。

3. スコアを確認し「Exit」で終了してください。

結果確認開始日より約1ヶ月経過後、結果の確認ができなくなり
ます。この期間を過ぎますとデータが削除されてしまいますの
で、お早めに印刷・保存することをお勧め致します。
※
テスト結果確認期間内であれば、何度でもDL頂けます。
※
テスト結果確認期間満了後の再発行・再アップロードはできません。
ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC and TOEIC BRIDGE are registered trademarks of
Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, U.S.A., and used in Japan under license.

