
登録

Register as a new user on the Pearson VUE website.

Registration

受験のご案内 Information about the exam

ピアソンVUEウェブサイトで新規ユーザー登録。1
とう ろく

予約

Select the test center, date and time you would like to take the exam.

Scheduling
受験したいテストセンター・日時を選ぶ。2
よ やく

支払い Payment
受験料をクレジットカードや銀行振込で支払う。
※銀行振込は日本でのみ利用可能。3

し はら

受験

Take the BJT at the reserved test center, date and time.
Changes and cancellation are possible up to 24 hours before the time of the exam.

Pay the exam fee by credit card or bank transfer.
*Payment via bank transfer is only available in Japan.

Taking the exam
予約したテストセンター・日時でBJTを受験する。
受験日時の24時間前までは変更・キャンセル可能。4

じゅ けん

結果

You will be informed of the results immediately after the exam. 
You can also check your results on the Pearson VUE website.

China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, India, 
Singapore, Mexico, Brazil, France
*As of April 2017. See website for cities with testing locations in each country/region.

Results
BJT受験直後にお知らせ。ピアソンVUEウェブサイトでも確認可能。5

けっ か

ピアソンVUEウェブサイトからお申し込みください。

中国（含 香港）、台湾、韓国、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、
ミャンマー、インド、シンガポール、メキシコ、ブラジル、フランス

日本国内開催都市…札幌、仙台、福島、新潟、東京、横浜、千葉、浜松、
名古屋、大阪、京都、神戸、岡山、広島、松山、福岡、北九州、大分、那覇

Apply from the Pearson VUE website.

https://www.pearsonvue.co.jp

じゅ けん あん ない

受験理由 Reasons for taking the exam
じゅ けん り ゆう

受験者の声 Comments from examinees
じゅ けん しゃ こえ

お申し込み方法
もう ほうこ ほう

How to apply

6,999円（税込、日本国内）

じ ぶん に ほん ご げん ば つか しょうめい

※2017年4月現在。各国・都市の会場はウェブサイトでご覧ください。

受験料
じゅ りょうけん

Exam fee

海外開催国･地域
さいかいがいかい いきちこく

Overseas testing locations

自分の日本語がビジネス現場で使えることを証明できた。
I was able to prove that my Japanese can be used in a business setting.
に ほん しゅうかん ぶん か り かい

日本のビジネス習慣や文化を理解することができた。
I gained an understanding of Japanese business practices and culture.

がっこう まな あた し

学校では学べなかったことを新しく知ることができた。
I was able to learn new things I couldn't learn in school.

こと ば づか ふ ま たか ひょう か

言葉遣いや振る舞いが高く評価された。
My choice of words and deportment were evaluated highly.
かい わ き ちから ぶんしょ よ と ちから こうじょう

会話を聞きとる力や文書を読み解く力が向上した。
My ability to comprehend conversations and text improved.

しゅう い りゅうがくせい さ

周囲の留学生に差をつけることができた。
Thanks to taking this exam, I now stand out from the 
international students around me.

Many people are taking the BJT for employment or career advancement.

勤め先や学校で、
受験することが
決められているため

入学・留学の際、客観的な
日本語能力の証明とするため

勤め先で、昇進・昇給・
語学手当受給等の
条件になっているため

2％

2％その他

就職・転職の際、客観的な
日本語能力の証明とするため

59％

今後の日本語学習に
役立てるため・
自己啓発・レベルチェック

27％

4％
6％

For test-takers
就職・キャリアアップのために、

BJTは多くの方が受験しています。

しゅうしょく

おお かた じゅ けん

公益財団法人 日本漢字能力検定協会主催

0120-509-315 bjt@kanken.or.jp
（無料） E-mail

お問い合わせ時間：月～金 9：00～17：00（祝日・お盆・年末年始を除く）※海外からはメールでお問い合わせください。

公益財団法人
日本漢字能力検定協会

後援
独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）／公益社団法人 経済同友会／
公益社団法人 日本語教育学会／一般財団法人 日本語教育振興協会／
特定非営利活動法人 JAFSA（国際教育交流協議会）／
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター／国際機関 日本アセアンセンター

JS01-J.17.2※「BJT」「BJTビジネス日本語能力テスト」は登録商標です。

BJTビジネス日本語能力テスト
BJT Business Japanese Proficiency Test

CBT受験
スタート！

CBT has started!

学習者の皆様へ
がく しゅう しゃ みな さま

As objective proof of Japanese 
ability for university entrance 
or study abroad

As a workplace or 
school requirement

As a condition for a 
promotion, wage rise, 
or language stipend, etc.

As objective proof of 
Japanese ability when 
looking for or changing job

As a step toward future 
Japanese language acquisition,
for self development, 
or as a means of level assessment

Other



合計で80問あり、約2時間（テストの説明、アンケートを含む）のテスト
です。日本語やビジネスの知識だけでなく、それらの知識を活かした
コミュニケーション能力を測る問題で構成されています。
The test has a total of 80 questions and takes about 2 hours (including test explana-
tions and a questionnaire). It consists of questions that measure Japanese and 
business knowledge, as well as the ability to communicate using that knowledge.

サンプル問題もご覧いただけます。
右のQRコードからアクセスしてください ！
You can also view sample questions.Access with the QR code on the right!

BJTは、0～800点のスコア形式でビジネス日本語能力を示します。
また、能力の目安として、スコアに応じたレベル（J5～J1+）を設定しています。
近年は、BJTのスコアを採用や人材育成に活かす企業も増えています。
The BJT indicates Japanese language proficiency with a score of 0‒800 points.
Also, levels from J5 to J1+ are set in accordance with scores as indicators of proficiency.
Recently, an increasing number of companies have been using BJT scores for hiring and 
human resource development.

CBT方式のテストになったことで…

電機メーカー BJT 500点以上で採用
住宅メーカー BJT J1以上で奨励金

ソフトウェア開発 BJT J2以上でシニアチーム
リーダーの資格

人事サービス 人事評価の参考

電器メーカー JLPT N3の後の学習目標

Learn Japanese. Work in Japanese. Be active in Japanese.

The BJT Business Japanese Proficiency Test measures the ability 
to communicate in Japanese in business settings.

BJTのスコア／企業での活用例
き ぎょう かつ よう れい

コミュニケーション能力を測る問題が充実
のう りょく もん だい じゅうじつはか

The BJT is now available in the Computer Based Testing (CBT) format through a network 
provided by Pearson VUE from April 2017. The CBT format is a system where computers 
at test centers are used for asking and answering questions. Examinees use individually 
assigned computers. Questions are displayed on the computer screen and presented as 
audio through headphones, and examinees answer on their computer screens.

企業での活用例
場面把握問題 5問
総合聴解問題 10問

発言聴解問題 10問聴解テスト
約45分

状況把握問題 5問
総合聴読解問題 10問

資料聴読解問題 10問聴読解テスト
約30分

語彙・文法問題 10問
総合読解問題 10問

表現読解問題 10問読解テスト
約30分

当協会発行 BJT関連書籍
とう かいはっこう かん れん しょ せききょう BJT-related books published 

by the foundation

公式ウェブサイト
こう しき

Official website

http://www.kanken.or.jp/bjt/

自分のスケジュールに合わせて
受験できます。

受験しやすい

国内、海外ともに実施地が増加します。

受験日の前日まで申し込むことが
できます。
※受験日はテストセンターにより異なります。

結果がすぐにわかる

テストが終わった後すぐ
スコアレポートを交付します。

ピアソンVUEのウェブサイトでも
受験結果を確認でき、成績認定書
としてダウンロードできます。

B5判 本体 1,200円＋税
ISBN 978-4-89096-352-2

新刊
B5判 本体 1,238円＋税
ISBN 978-4-89096-185-6

（リスニングCD 1枚付き） （リスニングCD 2枚付き）

BJTを知るなら

B5判 本体 1,800円＋税
ISBN 978-4-89096-186-3

受験前の総仕上げ
ビジネス日本語の
指導/自習に
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2017年4月よりBJTは、ピアソンVUEが提供するネット
ワークを通して、CBT方式（Computer Based Testing）
で実施しています。CBT方式とは、各テストセンターで
コンピュータを使って出題・解答する仕組みです。受験
者は、個別に用意されたコンピュータを使って、画面に
表示される問題とヘッドホンに流れる音声をもとに、画面上で解答します。

日本語を学ぶ。
日本語で働く。
日本語で活躍する。

BJTビジネス日本語能力テストは、
ビジネス場面における
日本語コミュニケーション能力を測定します。

に ほん まなご

に ほん ご

に ほん ご
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のう りょく そく てい

BJT scores—Examples of how they are used by businesses Replete with questions that measure communicative ability

BJTをもっと理解する
り かい

Understanding the BJT
CBT方式（Computer Based Test ing）で、さらに便利に

ほう しき べん り

Now more convenient with Computer Based Testing

Residential construction company Incentive scheme for BJT J1 or above
Electronics manufacturer Employment for BJT score of 500+
Software developer BJT J2 or above required for senior team leader qualification
HR service Used for performance reviews
Electronic appliances manufacturer Study goal after JLPT N3

Listening 
comprehension test
Approx. 45 minutes

Situational understanding questions/ 5 questions
Conversational listening comprehension questions/ 10 questions
General listening comprehension questions/ 10 questions

Listening and reading 
comprehension test
Approx. 30 minutes

Situational understanding questions/ 5 questions
Information listening and reading comprehension questions/ 10 questions
General listening and reading comprehension questions/ 10 questions

You can schedule examinations to suit your schedule.

The number of domestic and overseas testing 
locations is increasing.

You can apply to take a test up to the day before the test.
*Test days vary depending on the test center.

Taking exams is easier

Score reports are provided to examinees 
immediately after the test.

Examination results can also be checked 
on the Pearson VUE website, and downloaded 
as score certificate.

You can find out your results immediately

Reading 
comprehension test 
Approx. 30 minutes

Vocabulary/grammar questions/ 10 questions
Expression reading comprehension questions/ 10 questions
General reading comprehension questions/ 10 questions

Examples of use by businesses

Advantages of CBT format


