
TOEIC® Speaking & Writing 公開テスト/TOEIC® Speaking 公開テスト 公式認定証 海外送付依頼書 
TOEIC® Speaking and Writing Tests/TOEIC® Speaking Test Official Score Certificate Overseas Shipping Request 

 【海外送付利用上の注意事項】 

 日本国内で受験された TOEIC® Speaking & Writing 公開テスト及び TOEIC® Speaking 公開テストの公式認定証が対象です。 

 本依頼書及び手数料（定額小為替または普通為替、日本国内のゆうちょ銀行または郵便局窓口で 6 ヶ月以内に発行されたもの）を簡易書

留郵便（または書留郵便）で IIBC 試験運営センターまでご送付ください。受験者ご本人による依頼のみ有効です。 

 郵便物の到着遅れ・不着なども含め、必要書類が試験日から 2 年以内に IIBC 試験運営センターに到着しなかった場合、公式認定証の海

外送付はできません。※受験情報を含む、個人情報のデータ保管期間は試験日から 2 年間です。 

 必要書類が IIBC 試験運営センターに到着してから 4 営業日以内（土・日・祝日・年末年始を除く日）に、発送予定日を記載した「受領通知メ

ール」を TOEIC® SQUARE の登録 E メールアドレスへお送りいたします。必要書類の投函日より 1 週間を経過しても受領通知メールが届か

ない場合は、必ずお問い合わせください。 

 公式認定証は配達状況が確認できる国際スピード郵便（EMS）にて発送いたします。送付先の受取拒否や返送による責任は負いません。 

 ご提供いただいた個人情報は、ご依頼の業務以外の目的で利用することはありません。ご送付いただいた書類の返却はいたしません。 

 受験者ご本人について About the Examinee 

TOEIC SQUARE にご登録の 

住所・氏名・電話番号 

Address, Name and Telephone number 
registered on TOEIC SQUARE 

〒 

 

（氏名）                      （TEL） 

日本国内の連絡先 

Contact in Japan 

〒 

 

（氏名）                      （TEL） 
※ご本人が海外に滞在されている場合は、日本在住のご家族・親戚・友人などの連絡先をご記入ください。（本依頼の

ために個人情報を利用することをその方にお伝えください。） 

生年月日 

Examinee’s date of birth 
（西暦）        年        月        日 

 海外送付先について Overseas Shipping Address 

受取人氏名 ※英字でご記入ください 

Name of recipient (in roman letters) 

 

住所 ※英字でご記入ください 

Address of recipient (in roman letters) 
 

※受験者ご本人以外の個人情報を記入する場合は、本依頼のために利用することをその方にお伝えください。 

電話番号・FAX 番号 

Telephone and Fax numbers of recipient 
（TEL）                      （FAX） 

 送付する公式認定証について About the Official Score Certificate 

下記いずれかの試験名称に○をしてください。 Please circle the test name below. 

試験名称/日時 

Test name/date/time 

TOEIC® Speaking & Writing 公開テスト/ TOEIC® Speaking 公開テスト（     年   月   日    時   分実施） 

※「一番スコアが良かったもの」などのご依頼はお受けできません。 

※受験当時と現在で婚姻等により氏名が異なる場合、公式認定証は受験当時の氏名で発行されます。 

受験番号 
Registration number 

            

 希望する発行方法と手数料について Issue method and payment fee 
下記いずれかにチェックをしてください。 Please check the appropriate box below.                （価格はすべて税込です） 

 初回発行分を海外へ送付 
Shipping request for initial issue 

試験日から 10 日以内必着で、本依頼書と下記金額の定額小為替（または普通為替）をご送
付ください。試験日から 30 日以内に発送いたします。 

手数料 Fee 海外送付手数料 2,500 円  

 再発行分を海外へ送付 
Shipping request for reissue 

試験日から 2 年以内必着で、本依頼書と下記金額の定額小為替（または普通為替）をご送
付ください。書類到着後 4 営業日以内（土・日・祝日・年末年始を除く）に発送いたします。 

再発行部数・手数料 

Number reissued・fee 
海外送付手数料 2,500 円 ＋ （ 再発行手数料 500 円 ×   部 ） ＝         円 

 
上記記載内容に相違ないことを確認し、Official Score Certificate（公式認定証）の海外送付を依頼します。 
I hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge, and request overseas shipping of Official Score Certificate. 

Date     Year      Month    Day 

依頼書記入日：       年     月     日 

Signature                                      

受験者署名：                                                    
 

  

書類送付先 〒100-8957  東京都千代田区永田町 2-14-2 山王グランドビル 
(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会 IIBC 試験運営センター「TOEIC S&W/S 公式認定証 海外送付係」 

TEL： 03-5521-6033 （土・日・祝日・年末年始を除く 10:00～17:00） 
ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC, TOEIC Bridge, TOEIC BRIDGE are registered trademarks of Educational Testing Service in the United States, Japan and 

other countries and used under license. 
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