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＜For Test Takers＞【Instructions for taking TOEIC ® Listening & Reading IP online test(with P.)】 

STEP1： Before the test date 

 

You need 3 steps to take test before the test date. 

① Update using browser 

② Confirm your registration information  

③ Install “Secure Browser” 

*put the icon on the desktop etc. so that it is easy to access when you take test 

 

 

 

1. Update browser the latest version following the method. 

Google Chrome 

 

Microsoft Edge 

 

*Please refer about the detail to the [受験者サイト] on the “Registration Completion 

E-mail「受験者情報登録完了通知メール」” by clicking「URL for test-taking」. 

①Update using browser 
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2. Open the “Registration Completion E-mail”. 

件名：◆ 重要 ◆ テスト結果取得通知 TOEIC Listening & Reading IP テスト（試験監督陪席版） 

 

 

 

 

3. Click「URL for test-taking」on the “Registration Completion E-mail. 

4. Enter your Authorization Code and password, then click「ログイン」”Login”. 

※Authorization Code →included in the e-mail 

※password      →「HU_TOEIC」+ 8-digit number of your birth day 

              （e.g. ; 1999/1/1→ HU_TOEIC19990101） 

 

 

Note！ 

The test period: Saturday 17th December, 2022~ Monday 

19th December, 2022 

 

URL for test-taking 

Installation URL for “Secure Browser” 

②Confirm your registration information 
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5. Confirm your registration information and fix it as necessary. Then close the browser. 

 

 

 

 

 

 

6. Click「Installation URL for “Secure Browser”」on the “Registration Completion E-mail. 

7. Click「Skip this step」button. 

 

8. Click 「Download」button. 

 

9. Open the exe file downloaded. 

  Google Chrome の場合             Microsoft Edge の場合                 

 

Your name displayed in the “氏名(ローマ字)” box will be shown on 

your score report. 

Make sure to check the spelling of your name in the “氏名(ローマ字)” box, 

and correct it if necessary.DO NOT change "Email Address" “Examinee 

number (Student Number)” and “Group Code”. 

③Install “Secure Browser” 

 

If you cannot install it successfully, please check if 

the browser version is up-to-date. 

The preparation for confirm your registration information is finished. 

Do NOT click the アンケート回答/試験実施」button. 
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10. Put the icon of Secure Browser on desktop or etc. so that you easy to access.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Caution！！】 

Please note that the Test will begin, if you click Secure Browser and enter Authorization 

Code. 

Also, if you take the test before you participate the scheduled test with proctoring, your test 

result may NOT be accepted for credit purpose for foreign language courses (English) in 

the liberal arts education. 

The preparation for before the test date is finished. 

Do NOT take the test. 
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STEP2：in the venue on the test date (Before the instructions) 

1. Open the downloaded “Secure Browser”. The below screen is displayed. 

Please wait until the proctor reading out the instructions. 

 

2. After finishing the instructions, enter Authorization Code and click 「SUBMIT」

button following the proctor prompted. The below screen is displayed. Please wait 

until proctor check it. 

You are required to show this screen to the test proctor. If you fail to show, 

your test result may NOT be accepted for credit purpose for foreign 

language courses (English) in the liberal arts education.

 

3. After finishing proctor checked above screen, click 「Start Test」 button following 

proctor prompt; then start to take the test . 

For more information about the details of the test screen, please refer to since p7 

of “TOEIC ® Listening & Reading in Institutional Program(online) Guidelines” 

 

【Caution！！】 

DO NOT click [Start Test] button until proctor instructs to do so. 
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1. Finish all test, the below screen will be displayed. Click 「Next」 button; then 

confirm your score surely. 

 

2. Raise your hand out to ask proctor to check your below screen. 

You are required to show this screen to the test proctor. If you fail to show, 

your test result will NOT be accepted for credit purpose for foreign language 

courses (English) in the liberal arts education.

 

3. After finishing proctor checked above screen, click 「Exit」 button following 

proctor prompt; the test is end. 

 
 

STEP3：Finish the test 
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TOEIC 

® Listening & Reading IP テスト(オンライン)受験のしおり 

◆ 受験にあたっての注意事項

1. 受験は 24 時間可能です。「テスト実施終了日」までに必ず受験を終了してください。ただし、 団体ご担当者より指示がある場合は指定された日時にご受験ください。

2. 音声を使用した問題が出題されますので、必要に応じてヘッドフォンやイヤホンをご準備ください。

3. 試験時間を満了したもの（タイマーのカウントダウンがゼロになったもの）および“Finish Test”を押下したものを試験終了とみなします。

※スコア表示画面まで進まずにブラウザを閉じた場合、採点されませんのでご注意ください。

4. PC の動作環境について、以下の条件をご確認ください。なお、スマートフォンでの受験はできません。

※タブレット（iPad）でご受験される際は専用のアプリのインストールが必要です。

OS ブラウザ その他 

・Windows 8.1 (32 or 64bit 版)

・Windows 10 (64-bit のみ)

・Windows 11 (64-bit)

・Secure Browser（専用ブラウザ）

※Secure Browser をダウンロードする際は

ご使用のブラウザ（Microsoft Edge や

Google Chrome 等）を最新版に更新する

ことを推奨します 

＜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

・macOS 12 Monterey

5. TOEIC Listening & Reading IP テスト(オンライン)受験にあたっては「Authorization コード」が必要です。受験者情報登録で入力したメールアドレス宛に

Authorization コードを通知しますので、大切に保管してください。

6. TOEIC Listening ＆ Reading IP テスト(オンライン)受験にあたっては Secure Browser のダウンロードが必要です。

ダウンロードの方法については下記「◆Secure Browser ダウンロード手順」をご参照ください。

7. 定期または緊急メンテナンスのため、受験できない場合がありますので、予めご了承ください。

8. テスト画面上の名称は TOEIC 

® Listening & Reading Test Multi-Stage Adaptive Version になります。

◆ トラブル発生による中断、再開

受験中に PC の不具合などトラブルが発生した場合は、一旦ブラウザを閉じて受験を中断してください。その後、再度 Secure Browser を立ち上げ、Authorization コードを入力

してログインすると、“Resume Test”ボタンが表示されます。“Resume Test”ボタンを押下することで、中断したところからのテスト再開が可能です。 

◆ 禁止行為

1. 第三者に Authorization Code を提供、譲渡、転売等を行う

2. 撮影、録画、録音、複写等を行う

3. 試験問題を漏洩させ、公開等を行う

4. 試験中に解答の援助を受ける等、不正受験を行う

5. 有害なプログラム等の送信を行う

6. 法令、公序良俗等に反する行為

7. その外、運営側に支障を与え、第三者の権利を不当に害する行為

不正行為が確認された場合にはスコアを無効とすることがあります。 
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◆ 免責事項

1. PC の推奨環境以外の環境で受験され、または受験者側の機器、通信に起因して不正アクセスが発覚した場合、また、TOEIC Listening & Reading IP テスト(オンライ

ン)およびサイトに関する変更、停止、廃止に起因する損害について、運営側は一切の責任を負いません。

2. Secure Browser の利用（ダウンロードを含む）によって、PC やネットワーク等に支障･障害が生じた場合でも、故意または重大な過失によるものを除き、

運営側は一切責任を負いません。

◆ Secure Browser ダウンロード手順（ご使用の OS やブラウザのバージョンによって以下の画面とは異なる場合がございます）

◆ http://etstoeiconline.org

1. 上記 URL からアプリをインストールする。 2. Skip this step 押下 3．Download 押下

※上記 2 の画面につきましては、表示されない場合があります。

Microsoft Edge の場合 Google Chrome の場合 

4．ダウンロードした exe ファイルを開く 4．ダウンロードした exe ファイルを開く 5. Exe ファイルを開くと表示される Secure Browser の

アイコンをクリックして受験へ進む

※Secure Browser 立ち上げ後の操作については下記「◆画面イメージ～テスト開始から終了までの流れ～」でご確認ください。

http://etstoeiconline.org/
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◆ 画面イメージ～テスト開始までの流れ～

1. Authorization Code 入力し、SUBMIT 押下 2. Start Test 押下 3. Continue 押下

4. 表示されている遵守事項に同意の上"Yes"を選択し、

Next 押下 

5. テストセンター実施等に関する説明が 2 画面表示されるので

Next 押下 

6. 禁止事項を確認し Next 押下

7. 右上の Volume を押下しカーソルを上下させ希望の音量に

調整後 Next 押下  ※インターネット環境によっては、音声が

出るまでに 1～2 分かかることがあります。また、テスト本編に支障

が出ますので、ここで音声が聞こえることを確認してください。 

8. テスト概要が音声で流れたあと、自動で画面が進みます。 9. Listening Section が始まります。

音声に従ってテストを進めてください 

◆ Reading Section アイコン説明

Reading Section 各 UNIT の”Incomplete Sentence” Direction ページに進むとカウントダウンタイマーが画面右上に表示され

ます。表示される残り時間は、各 UNIT の残り時間となります。なお、タイマーが表示されてからカウントダウンが開始されます。タイマー表

示前のページではカウントダウンしておりません。Reading Section UNIT ONE のテスト時間が約 23 分、UNIT TWO が約 14 分の

ため、受験する回によってはタイマー表示直後の残り時間が 23 分／14 分ちょうどにならないことがあります。 

白いチェックボックスをクリックすると、チェックマークが入り、後で確認したい問題にマークをつけることができます。UNIT TWO に進んだ後、

UNIT ONE の問題を確認・修正等することはできません。 

各 UNIT の問題の一覧画面に移動することができます。Review 画面詳細については次ページの Review 画面説明をご確認ください。 

Back ボタンで一つ前の問題、Next ボタンで次の問題へ移動できます。 
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◆ Review 画面説明

※Review 画面は UNIT ごとになります。UNIT TWO に進んだ後、UNIT ONE の問題を確認・修正等することはできません。

※UNIT ONE で時間が余った状態で UNIT TWO に進んでも、UNIT ONE の余り時間は UNIT TWO に繰り越されません。

解答済みの問題番号に表示されます。 

未解答の問題番号に表示されます。 

“Mark item for review”にチェックを入れた問題に表示されます。 

Reading Section 各 UNIT の冒頭（”Incomplete Sentences”の Direction ページ）に戻ります。 

“Mark item for review”にチェックが入っている最初の問題に戻ります。この状態で“Next”を押すことで“Mark item for review”にチェックが

入っている問題のみを見直すことができます。 

未解答の最初の問題に戻ります。この状態で“Next”を押すことで未解答の問題のみを見直すことができます。 

UNIT ONE の Review 画面で表示されます。“Next Unit”を押した後に表示される”Finish Unit”を押すと、UNIT ONE のテスト時間内であ

っても UNIT TWO に進むことができます。ただし、UNIT TWO に進むと、UNIT ONE に戻ることはできなくなるのでご注意ください。 

また、UNIT ONE で時間が余った状態で UNIT TWO に進んでも、UNIT ONE の余り時間は UNIT TWO に繰り越されません。 

UNIT TWO の Review 画面で表示されます。試験終了時間が来る前に終了することができます。“Finish Test”を押すと、スコアが表示され、

残り時間が余っていたとしても、テストの再開はできなくなりますのでご注意ください。 

その他トラブルや不明な点は TOEIC Program ＜IP テスト（オンライン）＞ヘルプデスクまでお問い合わせください 

※お問い合わせの際は所属団体名をお知らせください

 お問い合わせ先：TOEIC Program ＜IP テスト（オンライン）＞ヘルプデスク 

TEL: 03-5521-5912 （平日：10 時～17 時/土日祝日・年末年始除く） 

UNIT ONE の Review 画面では 

「Next Unit」と表示されます。 
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