受付センター記⼊欄

⽇本語能⼒試験「受験票データ訂正申請書」（⽇本国内受験者⽤）
Request form for “JLPT Test Voucher Data Correction” for those who took the test in Japan
＊訂正する箇所のみ、□にチェック（✔）し、訂正後の内容を記⼊してください。
Please check □（✔）and ﬁll out only the fields to be corrected, with correction made.

□名前（アルファベット）
Name（Alphabet）
□⽣年⽉⽇

年

⽉

Date of Birth

year

month

□性別 (チェック✔)
Sex

⽇
day

□男性

□⼥性

Male

(Check✔)

Female

□国・地域
Country/Region
＊太枠部分を記⼊してください。Please ﬁll out the bold-framed area.
名前（アルファベット）
Name（Alphabet）
⽣年⽉⽇
Date of Birth
電話番号

年

⽉

year

month

Telephone Number
受験した年⽉

年

The year and month you took the

year

⽇
day

⽉
month

受験番号 / 受験レベル

受験番号

受験レベル

Registration Number / Level
住所

Registration Number

Level

〒

Address

※受験票データ訂正受付期間後は、ここに記載された住所に合否結果通知書を送ります。
After the test voucher data correction period, "Test Result" will be sent to the above address.
＊次のものを⼀緒に送ってください。Please enclose the following items.

チェック

Check

チェック

✔

データ訂正受付期間中：①②、期間後： ①-④ During the test voucher correction period: ①②, After the period: ①-④

Check

✔
紛失

①受験票のコピー（修正箇所を記したもの）。紛失の場合は、「紛失」に✔

Lost Document

A photocopy of the “Test Voucher” with correction made. When lost , check “Lost Document “.
②顔写真付き本⼈確認書類のコピー（例）在留カード、パスポート
A photocopy of photo ID.

ex.Residence Card, Passport

(③受験票データ訂正受付期間後は、⼿数料(1,000円)⼝座振込みの受領証原本）
※振込⼝座は受付センターに確認してください。(Tel:03-6686-2974)

(③After the test voucher data correction period, the original receipt of bank transfer(\1,000).）
※Please conﬁrm the postal transfer account with the Application Center.(Tel:03-6686-2974)
紛失

(④受験票データ訂正受付期間後は、合否結果通知書の原本。紛失の場合は、「紛失」に✔）

Lost Document

(④After the test voucher data correction period, the original “Test Result“. When lost , check “Lost Document “. ）

！注意事項 Note:
・訂正依頼内容によっては、訂正を受付できない場合があります。
Requests may not be accepted according to the contents.
・住所の訂正は、この申請書で受付できません。
Address correction is not accepted with this form.
・ご送付いただいた書類は返却いたしません。
Documents will not be returned.
・記⼊内容・書類に不備があった場合や、顔写真付き本⼈確認書類が不鮮明な場合、訂正を受付できない場合があります。
In cases such as required documents are not completed, missing, or photocopy of photo ID is unclear, your request may not be accepted.

私は １)上記の内容を理解し、２）記述と書類に虚偽のないことを証明し、受験票データ訂正依頼をします。
I hereby certify that 1)I have read and understood the above statements 2) particulars given herein are true and correct,
and would like to request for test voucher data correction.

＊署名 Signature
＊必ず郵送で送ってください。Please send by MAIL.
送付先：〒100-0003 東京都千代⽥区⼀ツ橋1-1-1 パレスサイドビル6階東コア

＊⽇付 Date
⽇本語能⼒試験

受付センター⾏

年

⽉

⽇

