
购买考试券

考试指南

登录Pearson VUE网站，办理用户登记。

登记

预约

在预约的考试中心（考场）和日期/时间参加BJT考试。
可在考试日期/时间的24小时前办理变更或取消手续。

参加考试

BJT考试结束后会立即发给您考试结果。也可通过Pearson VUE网站确认。

北京、上海、广州、大连、青岛、天津、沈阳、南京、成都、杭州、苏州、深圳、西安、武汉

考试结果

考试理由

应试者评语

报名方法

RMB 630 （只限于中国国内和上述步骤）

じ

考试费

举办城市

代理店联系地址

证明了自己的日语能够在商务场合派上用场。

了解了日本的商务习惯和日本文化。

学到了很多在学校学不到的新知识。

自己的言行举止得到了高度的评价。

日语会话的听力和文章的阅读理解能力提高了。

有别于周围的留学生。

为了就职或提高自己的资历，很多人都在参加BJT商务日语能力考试。

致各位应试者

BJT商务日语能力考试

其他

BJT中国代理店（連絡先は下記）にて受験バウチャー（※1）をお買い求めのうえ、ピ
アソンVUEウェブサイト（https://pearsonvue.com.cn/Clients/BJT.aspx）より
手続きを行ってください。※1 受験バウチャー：テストの予約に使用できる電子チケット
在BJT中国代理店（联系方式见页底）购买考试券（※1）后，登录Pearson VUE网站
（https://pearsonvue.com.cn/Clients/BJT.aspx）办理报名手续。※1 考试券：可用于预约考试的电子票。

为了在入学或留学的时候有一个
客观的日语能力证明

因为在职的公司或学
校要求参加考试

为了对今后的日语学习有所
帮助、实现个人发展、检验
自己的日语能力

因为日语能力考试是在
职公司晋升、提薪和领
取外语学习补贴等的必
要条件

为了在就职或跳槽时有一个
客观的日语能力证明

2％

2％

选择想要参加考试的考试中心（考场）和考试日期/时间，在付款页面输入考试券号码。

登录BJT中国网站，或联系BJT中国代理店，索取考试券购买申请表，填写必要事项
后邮件回复代理店。然后根据代理店的通知办理付款手续，邮件领取考试券。

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

受験理由
じゅ けん り ゆう

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その他

59％27％

4％
6％

就職・転職の際、客観的な
日本語能力の証明とするため

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

受験者の声
じゅ けん しゃ こえ

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。

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。

ぶん に ほん ご げん ば つか しょうめい

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。

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。

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。

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。

受験のご案内
じゅ けん あん ない

お申し込み方法
もう ほうこ ほう

受験バウチャー購入

1

じゅ けん こう にゅう

登録
ピアソンVUEウェブサイトで新規ユーザー登録。2
とう ろく

予約
3

よ やく

受験
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
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

北京、上海、広州、大連、青島、天津、瀋陽、南京、成都、杭州、蘇州、深圳、西安、武漢

受験料
じゅ りょうけん

開催都市
しとさいかい

上海中智国際教育培訓中心
［連絡先］bjt@shciic.com／021-6840-6055

代理店連絡先
れんてんりだい さきらく

公益財団法人 日本漢字能力検定協会主催

BJTビジネス日本語能力テスト

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-CH.18.02※「BJT」、「BJTビジネス日本語能力テスト」、「漢検」ロゴは登録商標です。

CBT受験
スタート！
CBT机考开始！

学習者の皆様へ
がく しゅう しゃ みな さま

受験したいテストセンター・日時を選び、支払画面でバウチャーの番号を入力。

BJT中国ウェブサイトへアクセス、またはBJT中国代理店へ連絡し、受験バ
ウチャー購入申込書を入手。必要事項を記入のうえ、代理店へメールで送
信。代理店からの案内に従って支払い、バウチャーをメールで受け取る。



整场考试共有80道题，考试时间约2小时（包含考前说明、考后调查）。除了日语和商

务知识，还有考核是否能灵活运用这些知识的交流能力的问题。

可以浏览样题。欢迎访问BJT网站！

BJT通过0～800分的分数制来表示商务日语能力。

另外，作为能力的指标，根据分数设置了（J5～J1+）的不同级别。

近年来，把BJT分数应用到录用和人才培养的企业在不断增加。

学习日语。运用日语。凭借日语发展。

BJT商务日语能力考试是考核在商务场合中日语沟通能力的考试。

2017年4月起，通过Pearson VUE提供的网络，BJT考试开始采用CBT机考方式（Computer Based 

Testing）。CBT方式是在各考试中心（考场）利用电脑来出题并回答的体系。应试者使用个别

准备的电脑，根据画面上显示的问题和耳机里播放的声音，直接在画面上答题。

本协会发行   BJT相关书籍

官方网站

BJT分数/在企业中的应用例 考核交流能力的试题内容充实

为了进一步了解BJT

住宅公司 BJT J1级以上发给奖励金

电机公司 BJT500分以上者方可录用

软件开发公司 BJT J2级以上者才有高级组长资格

人事服务 作为人事评估参考

电器公司 作为JLPT N3之后的学习目标

听力考试
约45分钟

听力和阅读理解考试
约30分钟

可根据自己合适的日程参加考试。

国内外实施考试的地方均有所增加。

可以直至考试前一天申请。

※考试日期根据考试中心（考场）而不同。

参加考试很方便

考试结束后立即发给您成绩单。

也可以通过Pearson VUE网站确认考试结果，
把结果作为成绩认定书下载。

考试结果能立即知道

阅读理解考试
约30分钟

在企业中的应用例

通过采用CBT机考方式

采用CBT机考方式（Computer Based Testing），让考试更方便

了解BJT的捷径 商务日语指导/自习用考试前的总复习

场面把握问题 5题

发言听解问题 10题

综合听解问题 10题

状况把握问题 5题

资料听读解问题 10题

综合听读解问题 10题

词汇/语法问题 10题

表现读解问题 10题

综合读解问题 10题

日本語を学ぶ。
日本語で働く。
日本語で活躍する。

に ほん まなご

に ほん ご

に ほん ご

はたら

かつ やく

B JT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 ご

に ほん

ば めん

ご

のう りょく

のう りょく そく てい

BJTのスコア／企業での活用例
き ぎょう かつ よう れい

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。

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

企業での活用例
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CBT方式（Computer Based Test ing）で、さらに便利に
ほう しき べん り

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。

CBT方式のテストになったことで…

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。 サンプル問題もご覧いただけます。

ぜひBJTウェブサイトにアクセスしてください！

公式ウェブサイト
こう しき

http://www.businessjapanese.org/

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

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。

聴解テスト
約45分

聴読解テスト
約30分

読解テスト
約30分

BJTをもっと理解する
り かい

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

ビジネス日本語の
指導/自習に

発行 日本漢字能力検定協会
価格 JPY 1,200 + 税

発行 経済科学出版社
価格 RMB 39

発行 経済科学出版社
価格 RMB 49

BJTを知るなら 受験前の総仕上げ

場面把握問題 5問
発言聴解問題 10問
総合聴解問題 10問

状況把握問題 5問
資料聴読解問題 10問
総合聴読解問題 10問

語彙・文法問題 10問
表現読解問題 10問
総合読解問題 10問
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