
CBTS認定試験センター一覧 2021/5/17

No 県 都道府県 都市名 テストセンター名称 住所

1 イーエデュケーションズ札幌駅北口テスティングセンター 北海道札幌市北区北7条西5丁目8-1北7条ヨシヤビル4階

2 TAC札幌校テストセンター 北海道札幌市中央区北5条西5-7sapporo55 3F

3 パルティステスティングセンター（時計台本校） 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3札幌MNビル11F

4 SAPパソコンアカデミー札幌テストセンター 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番21号札幌北2条ビル4階

5 札幌ＥＺパソコンスクール＆テストセンター第一、第二 北海道札幌市北区北24条西5丁目1-13加賀ビル1F

6 札幌駅南口テストセンター 北海道札幌市中央区北四条西2-1-18邦洋札幌N4・2ビル8階

7 【新規】LEC札幌本校テストセンター 北海道札幌市中央区北4条西5-1　アスティ45ビル3階

8 PCカレッジメディア旭川校 北海道旭川市4条通１７丁目道広ビル５階

9 ネクストステップ旭川神楽岡テストセンター 北海道旭川市神楽岡6条6丁目2番1号神楽岡6.6ビル2階（1階はコインランドリーさんが営業しています）

10 釧路市 釧路ワープロ学院テストセンター 北海道釧路市中園町１７－１４

11 北見市 ハロー！ＩＹ北見校テストセンター 北海道北見市光西町185イトーヨーカドー北見店　2Ｆ

12 帯広市 ペガサス帯広テストセンター 北海道帯広市西23条南2丁目11-51

13 函館本町テストセンター 北海道函館市本町25番13号五稜郭ビル6F

14 キャリアスタッフ研修センター(函館テストセンター) 北海道函館市千歳町9-11千歳町ビル 5F

15 ハロー！ＩＹ函館校テストセンター 北海道函館市美原1-3-1イトーヨーカドー函館店 BF

16 テレマック室蘭テストセンター 北海道室蘭市海岸町2-3-7

17 【新規】東室蘭テストセンター 北海道室蘭市知利別町2-22-31（浄光寺敷地内）

18 稚内市 ビーエスネットワーク稚内テストセンター 北海道稚内市栄1-44-1

19 ビーウエーブ（なるほ堂）青森テストセンター 青森県青森市久須志3-19-10 2F1号

20 ハロー！IY青森校テストセンター 青森県青森市浜田1-14-1 イトーヨーカドー青森店１F

21 キャリアスクール・ソフトキャンパス青森校 青森県青森市緑3丁目9-2 サンロード青森3F

22 青森新町通りテストセンター 青森県青森市新町2丁目2-4青森新町二丁目ビルディング5階

23 ハロー！パソコン教室イトーヨーカドー八戸沼館校テストセンター 青森県八戸市沼館4-7-111イトーヨーカドー八戸沼館店2F

24 富士通オープンカレッジ八戸ラピア校テストセンター 青森県八戸市江陽2丁目14-1ラピア3F

25 ハロー！ＩＹ弘前校テストセンター 青森県弘前市大字駅前3-2-1イトーヨーカドー弘前店 3F

26 IMS弘前テストセンター 青森県弘前市土手１３４番地８ 

27 ISC盛岡テストセンター 岩手県盛岡市盛岡駅前西通二丁目９番１号マリオス９階　岩手ソフトウェアセンター

28 イエス盛岡大通校テストセンター 岩手県盛岡市大通3-1-23

29 盛岡菜園テストセンター 岩手県盛岡市菜園1-7-22 東京土地ビル3階

30 一関市 ハロー！パソコン教室一関校テストセンター 岩手県一関市城内2-13

31 釜石市 釜石テストセンター 岩手県釜石市大町1-2-1NTT東日本釜石ビル1階

32 JC-21教育センター(仙台市) 宮城県仙台市青葉区花京院１-３-１

33 富士通オープンカレッジ仙台長町校テストセンター 宮城県仙台市太白区長町南１丁目１０－１啓陽ビル２０２号

34 パソコンスクールリンク北仙台テストセンター 宮城県仙台市青葉区葉山町1-7葉山アベニュー1F

35 仙台一番町テストセンター 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1仙台セントラルビル7階

36 早稲田教育ゼミナール仙台宮町校テストセンター 宮城県仙台市青葉区宮町3-6-12

37 【新規】TAC仙台校テストセンター 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3番1号　アエル25F

38 　秋田市　 ＯＡステーション秋田テストセンター 秋田県秋田市泉菅野１－２０－２３富士ビル２Ｆ

39 北秋田市 みくにコンピュータースクール北秋田テストセンター 秋田県北秋田市鷹巣字東上綱27番地2

40 大仙市 ＯＡステーション大曲テストセンター 秋田県大仙市大曲黒瀬町１０－１８黒瀬オオミビル1Ｆ

41 大館市 みくにコンピュータースクール大館テストセンター 秋田県大館市字向町31番地1 秋鶴ビル2F

42 湯沢市 ＯＡステーション湯沢テストセンター 秋田県湯沢市表町四丁目１－２０

43 ITSパソコンスクール山形テストセンター 山形県山形市双葉町2-1-1結城ビル2階【注意】駐車場はありません。近隣への無断駐車は絶対にしないで下さい。

44 富士通オープンカレッジ山形校テストセンター 山形県山形市城南町1-16-16

45 セルモ山形南教室テストセンター 山形県山形市深町3-5-42

46 鶴岡市 富士通オープンカレッジ鶴岡校テストセンター 山形県鶴岡市山王町１１－１７荘内寿ビル２階

47 米沢市 UTパソコンスクール米沢テストセンター 山形県米沢市大字三沢26098-19

48 東根市 富士通オープンカレッジ東根校テストセンター 山形県東根市小林一丁目2-41

49 いわき市 ハロー！いわき平テストセンター 福島県いわき市平字作町２丁目８-１５福本ビル２F

50 郡山市 ウェッブストーリー郡山校テストセンター 福島県郡山長者1-7-17 さくらビル3階 302-1号室（「全労災郡山支所」隣り）

51 南相馬市 ソフトパレット南相馬テストセンター 福島県南相馬市原町区大木戸字松島321-8

52 郡山市 カルチャーコミュニケーション郡山テストセンター 福島県郡山市中町３－１ビュープラザ郡山2F

53 福島市 カルチャーコミュニケーション福島テストセンター 福島県福島市栄町1-10イーストビル5F

54 会津若松市 わーくすたいる会津若松テストセンター 福島県会津若松市大町1-1-41

55 クリエートパソコン教室テストセンター（水戸市）、特設 茨城県水戸市北見町8-12

56 水戸駅前テストセンター 水戸市宮町1-2-4マイムビル4階

57 土浦駅西口テストセンター 茨城県土浦市桜町1-15-11 M・Yビル3F

58 ハロー！パソコン教室イオンモール土浦校テストセンター 茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦3F

59 神栖市 ペガサスパソコン教室神栖本校テストセンター 茨城県神栖市日川1756-75 ビューロ・ジェンテC

60 龍ヶ崎市 セルモ龍ヶ崎松ヶ丘教室テストセンター 茨城県龍ヶ崎市松ヶ丘2丁目24-7たつのこヒルズ1階

61 守谷市 ハロー！パソコン教室イオンタウン守谷校テストセンター 茨城県守谷市百合ヶ丘3-249-1イオンタウン守谷2F

62 下妻市 ハロー！パソコン教室イオンモール下妻校テストセンター 茨城県下妻市堀篭972-1　イオンモール下妻1F

63 エヌシーエス宇都宮テストセンター 栃木県宇都宮市鶴田町３３３６－１８

64 【新規】宇都宮東テストセンター 栃木県宇都宮市元今泉5-5-3 パークフィニ1F

65 小山市 キュリオステーション小山テストセンター 栃木県小山市土塔228-36 グレイドⅠ102

66 下野市 ウイング自治医大駅前テストセンター 栃木県下野市祇園1-20-3

67 那須塩原市 ヴィヴィパソコンスクール西那須野テストセンター、（特設会場） 栃木県那須塩原市西大和1-8そすいスクエアAQUAS 201

68 GROW高崎テストセンター 群馬県高崎市本町48

69 ハロー！パソコン教室イオンモール高崎校テストセンター 群馬県高崎市棟高町1400イオンモール高崎2F

70 前橋市 フジコービーイング前橋テストセンター 群馬県前橋市江田町111-2

71 太田市 太田駅北テストセンター 群馬県太田市本町20-19タカラビル2F

72 パソコンスクールフェニックス大宮駅前東口テストセンター 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-2新栄ビル1号棟1F

73 大宮駅前テストセンター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-154川村建設第一ビル 3階

74 さいたま新都心テストセンター 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-93-1 不二ビル新都心館1階

75 大宮NSDビルテストセンター 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-110 大宮NSDビル　5階

76 【新規】TAC大宮校テストセンター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17　シーノ大宮サウスウィング4Ｆ

77 越谷市 Town光パソコンスクールせんげん台テストセンター（旧：CAIパソコン教室） 埼玉県越谷市千間台東１－９－５菅山ビル２Ｆ

78 深谷市 タカラビジネススクール熊谷校テストセンター 埼玉県深谷市東方3692-3

79 朝霞市 アイパソコンスクール朝霞テストセンター 埼玉県朝霞市本町2-8-42

80 春日部市 Town光パソコンスクール　春日部校テストセンター 埼玉県春日部市中央1-43-14 細井ビル3階

81 新所沢駅前テストセンター 埼玉県所沢市緑町2-1-3北村ビル４F

82 LP所沢テストセンター 埼玉県所沢市くすのき台3-18-4所沢K・Sビル3F

83 ハロー！西武本川越ぺぺ校テストセンター 埼玉県川越市新富町1-22西武本川越ぺぺ4F

84 ISPアカデミー川越校テストセンター 埼玉県川越市脇田本町24-3 ISPビル

85 上尾市 上尾パソコン教室テストセンター 埼玉県上尾市春日1-1-5クレベールハイツ102

86 富士見市 パソコンスクールステップみずほ台テストセンター 埼玉県富士見市東みずほ台2-8-1チュラビスタみずほC号

87 吉川市 ハロー！パソコン教室イオンタウン吉川美南校テストセンター 埼玉県吉川市美南3-23-1イオンタウン吉川美南2F

88 飯能市 【新規】PCネット飯能テストセンター 埼玉県飯能市仲町9-1

89 パソコンスクールFLOWER稲毛 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-3-9青田コーポ101

90 千葉駅前大通りテストセンター7階会場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビルB1F

91 検見川浜テストセンター 千葉県千葉市美浜区磯辺6-3-7　いそべ薬品 2F

92 柏市 柏駅南口テストセンター、（漢検会場） 千葉県柏市旭町1-7-17中山ビル2F(日曜日開催時のみ3F)

93 船橋市 サンアイルス船橋テストセンター 千葉県船橋市本町2-4-7箕輪館1号

94 みのり台パソコン教室テストセンター 千葉県松戸市松戸新田579-5第1江川ビル102

95 スタディPCネット馬橋校テストセンター 千葉県松戸市西馬橋蔵元町21 小林ビル101

96 白井市 CUBEパソコン教室　千葉ニュータウン　西白井テストセンター 千葉県白井市清水口1-2-9谷村ビル2F

97 TAC津田沼校テストセンター 千葉県習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼オフィス11F

98 ナレッジベース津田沼駅南口テストセンター 千葉県習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼408

99 流山市 TOPパソコンスクール南流山校テストセンター 千葉県流山市南流山1-7-2サンハイツ南流山 2F

100 ITcafe飯田橋テストセンター 東京都新宿区新小川町7-17飯田橋三幸ビル301

101 新宿駅前テストセンター(新宿西口) 東京都新宿区西新宿1丁目14-11　Daiwa西新宿ビル 8階

102 新宿NSビルテストセンター 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル 17階

103 高田馬場テストセンター 東京都新宿区高田馬場1-26-7 名店ビル5階

104 渋谷テストセンター 東京都渋谷区渋谷3-6-19第1矢木ビル5F-B

105 【新規】iSERVE渋谷道玄坂テストセンター 東京都渋谷区道玄坂1-19-11　寿道玄坂ビル301
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106 テストセンター秋葉原昭和通り口 東京都千代田区神田佐久間河岸55朝風染常ビル３Ｆ

107 LEC水道橋本校テストセンター 東京都千代田区神田三崎町2-2-15

108 市ヶ谷テストセンター 東京都千代田区五番町4-8日立五番町ビル2階

109 iSERVE八重洲日本橋テストセンター 東京都中央区日本橋2-2-3リッシュビル502

110 銀座CBTS歌舞伎座テストセンター A・Ｂルーム 東京都中央区銀座4丁目12-15歌舞伎座タワー5階

111 TAC八重洲校テストセンター 東京都中央区京橋1-10-7KPP八重洲ビル4F

112 港区 マテリアル田町PC教室&テストセンター 東京都港区芝３－２０－５芝ＩＹビル5Ｆ

113 荒川区 西日暮里テストセンター、第二会場 東京都荒川区西日暮里4-1-20西日暮里エーシービル　501号室

114 オリーブパソコンスクール世田谷上町テストセンター 東京都世田谷区世田谷2-6-5グリーンアネックスⅡ1階

115 明大前テストセンター 東京都世田谷区松原2-28-20サンクレール1F西

116 iSERVE池袋東口テストセンター 東京都豊島区東池袋1丁目42-14池袋 28山京ビル403号室

117 西武池袋テストセンター 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店別館9階

118 【新規】TAC池袋校テストセンター 東京都豊島区南池袋1-19-6　オリックス池袋ビル6Ｆ

119 中野区 LEC中野本校テストセンター 東京都中野区中野4-11-10　アーバンネット中野ビル

120 杉並区 上井草テストセンター 東京都杉並区上井草2-7-7オフィスZEN202

121 大田区 パソコンスクールスキップ梅屋敷教室テストセンター 東京都大田区蒲田1-3-1 遠藤ビル103

122 練馬区 スタディPCネット練馬校テストセンター 東京都練馬区練馬1-2-2八百弘ビル3F

123 はぴねすパソコンスクール竹ノ塚テストセンター 東京都足立区西竹の塚1-19-7タカハシビル1F

124 北千住テストセンター 東京都足立区日ノ出町１７－９

125 江戸川区 都営新宿線セルモ一之江教室テストセンター 東京都江戸川区一之江7-29-10 ウォルテ 1F

126 目黒区 パソコンスクールスキップ武蔵小山テストセンター 東京都目黒区目黒本町5-16-17ドエル目黒102

127 葛飾区 新小岩駅前パソコンスクールテストセンター 東京都葛飾区新小岩2-6-13TMビル1F

128 立川市 TAC立川校テストセンター 東京都立川市曙町1-14-10井門立川曙町ビル 2F

129 府中市 府中テストセンター 東京都府中市宮町1-40KDX府中ビル3F

130 TAC町田校テストセンター 東京都町田市森野1-14-17西友町田店6F

131 ハロー！西友町田校テストセンター 東京都町田市森野1-14-17西友町田店3F

132 スタディPCネット聖蹟桜ヶ丘校テストセンター 東京都多摩市関戸4-7-8エフティープラザ聖蹟桜ヶ丘2階

133 【新規】TAC中大駅前テストセンター 東京都多摩市東中野216-1

134 武蔵小杉テストセンター 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-9武蔵小杉STMビル7階

135 スタディPCネット向ヶ丘遊園テストセンター 神奈川県川崎市多摩区登戸2719モリビル3F

136 鎌倉市 コンサポート大船教室テストセンター 神奈川県鎌倉市大船1-23-11松岡大船ビル４F

137 平塚市 平塚テストセンター 神奈川県平塚市紅谷町14-21 Tマリン湘南5F

138 横浜テストセンター 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル9階

139 横浜駅西口テストセンター 神奈川県横浜市西区南幸2丁目21番5号ヤナガワビル9F

140 【新規】TAC横浜校テストセンター 神奈川県横浜市西区高島2-19-12　スカイビル25Ｆ

141 横浜市中区 VIT横浜関内駅前テストセンター、第二会場 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1中央第六関内ビル2階201号

142 横浜市鶴見区 セルモ東寺尾教室テストセンター 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1-4-17

143 横須賀市 パソコンスクール衣笠教室テストセンター 神奈川県横須賀市衣笠栄町2-13石渡ビル1F

144 小田原市 パソコンスクールＯＮＥ小田原教室テストセンター 神奈川県小田原市栄町2-14-31

145 新潟中央区テストセンター 新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-21北陽ビル2F

146 新潟西テストセンター（小新IC） 新潟県新潟市西区小新大通2-3-20

147 佐渡市 佐渡テストセンター 新潟県佐渡市千種丙201-10

148 長岡市 パソコンスクールNET長岡テストセンター 新潟県長岡市台町1-8-18カンコービル３Ｆ

149 十日町市 【新規】十日町パソコンカレッジテストセンター 新潟県十日町市川端丑784-1　　イオン十日町店

150 富山市 クレッセント富山駅前テストセンター 富山県富山市新富町2-4-25カーニープレイス富山5F

151 中新川郡 ステップアップ上市オフィステストセンター 富山県中新川郡上市町法音寺１－４

152 高岡市 高岡テストセンター 富山県高岡市赤祖父679

153 L&Lコンピュータスクール金沢校 石川県金沢市米泉町7-28-1

154 アイ・アイ・ピー金沢 近岡テストセンター 石川県金沢市近岡町８４５－１ＮＥＴ２４ビル

155 キュリオステーション金沢尾張町校テストセンター 石川県金沢市尾張町1-11-6-101

156 金沢南町テストセンター 石川県金沢市南町５ー２０中屋三井ビルディング８階

157 かほく市 ハロー！パソコン教室かほく校テストセンター 石川県かほく市白尾ル88番地

158 福井市 システムクリニック福井テストセンター 福井県福井市豊島2丁目２－２４山内ビル２F

159 越前市 タマヤ丹南テストセンター 福井県越前市瓜生町4-12-3サンドーム福井南隣

160 甲府バイパス国母テストセンター 山梨県甲府市国母８－１３－４０丸藤ビル

161 JESパソコンスクール甲府テストセンター 山梨県甲府市上今井町617-3

162 富士吉田市 栄光学院　富士吉田本校テストセンター 山梨県富士吉田市下吉田5-22-22

163 長野市 ピュアパソコンスクール長野テストセンター 長野県長野市稲葉920-7

164 松本市 越田コンピュータ学院テストセンター 長野県松本市清水2-1-8

165 安曇野市 穂高パソコンテストセンター 長野県安曇野市穂高5948-3

166 パソコンくらぶ飯田テストセンター 長野県飯田市上郷黒田481-1

167 【新規】飯田市松尾テストセンター 長野県飯田市松尾代田746-1　アザールビル1F

168 東御市 すきこそじょうず東部湯の丸テストセンター 長野県東御市常田４５０－１

169 高山市 エニウェイ高山テストセンター 岐阜県高山市岡本町3丁目206株式会社エニウェイ

170 キュリオステーション田神テストセンター、（特設会場） 岐阜県岐阜市入舟町1-18-1コーポ入舟1F

171 岐阜駅前テストセンター 岐阜県岐阜市長住町2-3 岐阜ビル4階

172 @りこパソコンスクール浜松テストセンター 静岡県浜松市南区三島町1605-1社会保険労務士法人ローム 1階

173 浜松駅西テストセンター 静岡県浜松市中区平田町103浜松ターミナルハイツ１Ｆ

174 静岡市 静岡駅南テストセンター 静岡県静岡市駿河区稲川2丁目2-1　セキスイハイムビルディング2階

175 M-netパソコンスクール沼津校テストセンター 静岡県沼津市新宿町3-15萩原ビル2F

176 VIT沼津駅南口テストセンター 静岡県沼津市大手町5-7-1 モラーダI 3階中側

177 名古屋栄テストセンター 愛知県名古屋市中区栄四丁目3番２６号昭和ビル３階

178 エアリアルビュー名駅テストセンター 愛知県名古屋市中村区名駅3-13-24 第一はせ川ビル4F

179 千種テストセンター 愛知県名古屋市東区葵三丁目15番31号千種第2ビル3F

180 キュリオ・ステーション岩塚テストセンター 愛知県名古屋市中村区鈍池町3-137メゾンM1F北

181 名古屋国際センタービルテストセンター 名古屋市中村区那古野１-47-1名古屋国際センタービル地下1F

182 豊橋市 豊橋テストセンター 愛知県豊橋市北島町字北島167-3

183 瀬戸市 上島パソコンスクール 愛知県瀬戸市田中町３１番地

184 パソコン教室キュリオ・ステーション一宮テストセンター 愛知県一宮市本町4-6-7フォレスト98　１Ｆ

185 一宮駅東口テストセンター 愛知県一宮市栄3-7-15　一宮駅前ビルディング　7階

186 知多郡 アドバンスパソコン教室武豊テストセンター 愛知県知多郡武豊町道崎26-7

187 岡崎市 東岡崎駅前テストセンター 愛知県岡崎市明大寺町川端 19-14朝日生命東岡崎ビル　2階

188 津市 津駅西校テストセンター 三重県津市広明町366大川ビル3F

189 四日市市 四日市テストセンター 三重県四日市市安島1-2-24 TKビルディング2階

190 伊勢市 マテリアル伊勢テストセンター 三重県伊勢市八日市場町10-20

191 近江八幡市 PCカレッジスタック近江八幡校本校 滋賀県近江八幡市池田町三丁目３２

192 東近江市 【新規】東近江テストセンター 滋賀県東近江市山路町721番地

193 大津市 びわ湖浜大津駅前テストセンター(大津数学塾) 滋賀県大津市中央1-6-15垣見ビル2F

194 烏丸御池テストセンター 京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436番地永和御池ビル10F

195 四条烏丸テストセンター(京都フクトクビル) 京都府京都市中京区手洗水町670京都フクトクビル3F

196 京都市右京区 モーリス京都テストセンター 京都府京都市右京区山ノ内五反田１４番地の１

197 ハロー！パソコン教室四条烏丸テストセンター 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６３７番地第五長谷ビル８階

198 TAC京都校テストセンター 京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1 四条烏丸センタービル3F

199 京都駅前テストセンター 京都府京都市下京区油小路通塩小路下る南不動堂町3大道ビル6階

200 京都市伏見区 ハロー！パソコン教室MOMOテラス校テストセンター 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラス2F

201 福知山市 福知山篠尾新町テストセンター 京都府福知山市篠尾新町1-14エースビル3F

202 大阪パソコン教室 天六校 大阪府大阪市北区浪花町5-3ムラタビル102

203 PCカレッジ東梅田校テストセンター 大阪府大阪市北区太融寺町5-13東梅田パークビル2階

204 大阪駅前テストセンター4階会場、5階会場 大阪府大阪市北区芝田２－６－３０梅田清和ビル4階

205 LEC梅田駅前本校テストセンター 大阪府大阪市北区茶屋町1-27　ABC-MART梅田ビル5階

206 大阪市西淀川区 ハロー！塚本テストセンター 大阪府大阪市西淀川区歌島２-３-３２

207 TACなんば校テストセンター 大阪府大阪市中央区難波2-1-2　太陽生命難波ビル2F

208 なんば駅前テストセンター 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4南海野村ビル11階

209 大阪市鶴見区 パソコンスクールカイカ 大阪鶴見テストセンター 大阪府大阪市鶴見区放出東2-16-22春本ビル103号

210 大阪市都島区 大阪京橋駅前テストセンター 大阪府大阪市都島区片町2丁目2-40大発ビル906

21 岐阜県
岐阜市

23 愛知県

千代田区

中央区

世田谷区

足立区

町田市

19 山梨県
甲府市

20 長野県

16

22 静岡県

浜松市

沼津市

名古屋市

一宮市

27 大阪府

26 京都府

京都市中京区

京都市下京区

大阪市浪速区

24 三重県

25 滋賀県

大阪市北区

富山県

17 石川県
金沢市

18 福井県

飯田市

川崎市

新潟市

14 神奈川

15 新潟県

豊島区

横浜市西区

13 東京都

多摩市
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No 県 都道府県 都市名 テストセンター名称 住所

211 大阪市阿倍野区 天王寺駅前テストセンター 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1　あべのルシアス 14階 1402

212 ゆめーるねっと枚方テストセンター 大阪府大阪府枚方市北中振2丁目1-18

213 ハロー！パソコン教室くずは校テストセンター 大阪府枚方市南楠葉1-3-11　パレ楠葉2F

214 ヴィーナスカルチャー教室なかもずテストセンター 大阪府堺市北区長曽根町3番地シュライククリエイティブセンター3階302号室

215 堺東駅東出口テストセンター 大阪府堺市堺区南三国ケ丘町1丁5-11

216 守口市 セルモ守口大久保町教室テストセンター 大阪府守口市大久保町2-17-11ヒロミツイースト101

217 豊中市 パソコン教室パソコンジムトヨナカテストセンター 大阪府豊中市本町1-4-7丸信本町ビル1F

218 岸和田市 東岸和田駅前テストセンター 大阪府岸和田市土生町3丁目15番22号サバービア岸和田206

219 東大阪市 布施駅前アシストパソコンスクールテストセンター 大阪府東大阪市足代2-1-21宝商ビル3階

220 阪南市 尾崎駅前テストセンター 大阪府阪南市尾崎町4-15-7

221 四條畷市 ハロー！パソコン教室イオンモール四條畷校テストセンター 大阪府四條畷市砂四丁目3-2 イオンモール四條畷1F

222 ハロー！垂水北テストセンター 兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目11-11-203REGAL HOUSE V　学園南

223 パソコン名谷教室テストセンター 兵庫県神戸市須磨区北落合4-5名谷北センター1F

224 キャリアスクールあすか神戸テストセンター 兵庫県神戸市北区藤原台中町2-4-7

225 神戸三宮テストセンター 神戸市中央区磯辺通4-2-26　新芙蓉ビル９階

226 【新規】TAC神戸校テストセンター 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-10　オリックス神戸三宮ビル2F

227 姫路市 姫路市民会館前テストセンター 兵庫県姫路市元塩町119番地セントラル姫路ビル2階

228 宝塚市 チャレンジ宝塚テストセンター 兵庫県宝塚市山本東2-5-1 エステート宝塚1階

229 洲本市 KCCキャリアサポート洲本テストセンター 兵庫県洲本市物部2-14-5

230 南あわじ市 APCパソコンスクール淡路テストセンター 兵庫県南あわじ市松帆脇田甲105

231 奈良市 近鉄奈良駅前テストセンター 奈良市西御門町27-1　奈良三和東洋ビル　４階

232 橿原市 大和八木駅前テストセンター 奈良県橿原市新賀町232橋本第２ビル2階

233 桜井市 OAルームビギン桜井テストセンター 奈良県桜井市桜井241-1

234 和歌山市 和歌山十番丁テストセンター 和歌山県和歌山市十番丁９１十番丁センタービル７Ｆ

235 田辺市 情報交流センターBig・U 田辺テストセンター 和歌山県田辺市新庄町３３５３－９

236 ナレッジサポート鳥取テストセンター 鳥取県鳥取市湖山町東5丁目206番地花木ビル3F

237 鳥取テストセンター 鳥取県鳥取市扇町58 ナカヤビル 5階

238 ゆっくりやさしくパソコン教室鳥取駅南教室テストセンター 鳥取県鳥取市天神町47-1

239 境港市 米子情報処理テストセンター 鳥取県境港市明治町18-1明治町ビル

240 益田市 ソコロシステムズ益田テストセンター 島根県益田市三宅町１－１９

241 LEC松江殿町校テストセンター 島根県松江市殿町517 アルファステイツ殿町2F

242 松江駅前テストセンター 島根県松江市御手船場町582-2ご縁ビル2F

243 倉敷市 スクールAKIJOHO倉敷中央テストセンター 岡山県倉敷市白楽町105-6

244 ハロー！パソコン教室イオンモール岡山校テストセンター(旧：セントラル岡山駅前校) 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号 イオンモール岡山6F

245 岡山駅前テストセンター 岡山県岡山市北区錦町1-8岡山県木材会館2階

246 津山市 PCらいふパソコンスクール津山校テストセンター 岡山県津山市大手町1-1NTTビル1F

247 広島中央緑井テストセンター 広島県広島市安佐南区緑井5-4-39

248 広島駅前テストセンター 広島県広島市南区京橋町1-3赤心ビル4F

249 TAC広島校テストセンター 広島市中区基町11-10　合人社広島紙屋町ビル4F

250 ハロー！パソコン教室ゆめタウン広島校テストセンター 広島県広島市南区皆実町2-8-17ゆめタウン広島3F(2019/08/15以降は1Fが会場)

251 福山市 マテリアル福山テストセンター 広島県福山市引野町1-14-34サンオーレ東福山102号

252 パソコン教室AOI山口テストセンター 山口県山口市神田町５－１１山口神田ビル１Ｆ

253 山口パソコン教室テストセンター 山口県山口市中河原町2-14　開作ビル202

254 下関駅東口テストセンター 山口県下関市豊前田町3-2-7

255 山口下関唐戸テストセンター 山口県下関市唐戸町3-8 三共ビル301

256 防府市 防府駅前テストセンター 山口県防府市戎町1-8-25防府広総第3ビル2F　201号

257 宇部市 ハロー！パソコン教室マックスバリュ恩田校テストセンター 山口県宇部市神原町2-7-54 マックスバリュ恩田店内

258 PCカレッジジョイメイト徳島校テストセンター 徳島県徳島市沖浜1丁目9番地2

259 徳島テストセンター 徳島県徳島市寺島本町西1-33 第2中筋ビル２階

260 ハロー！パソコン教室ゆめタウン高松校テストセンター 香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松内2F

261 高松テストセンター 香川県高松市磨屋町3-1　合田不動産磨屋町ビル８階

262 アルゴ・コンピュータスクールテストセンター（松山市） 愛媛県松山市三番町4丁目3-9香川ビル４F

263 メディアックパソコンスクール松山城南教室テストセンター 愛媛県松山市立花1-8-28

264 ハロー！パソコン教室ジョー・プラ南松山校テストセンター 愛媛県松山市朝生田町5-1-25ジョー・プラ2F

265 新居浜市 DCパソコンスクール 新居浜テストセンター 愛媛県新居浜市一宮町2-2-40

266 宇和島市 宇和島テストセンター 愛媛県宇和島市中央町1丁目7-24

267 土佐道路テストセンター 高知県高知市朝倉甲173-1

268 ハロー！パソコン教室ベスト電器高知本店校テストセンター 高知県高知市知寄町2丁目1番29ベスト電器高知本店3階

269 アクティブスマイル八幡西テストセンター 福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎3-6-24ハビタット2F

270 黒崎駅前ビジネススクールLinktoLinkテストセンター 福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目8-22 黒崎駅前グリーンビル2F

271 小倉テストセンター 福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1角田ビル小倉 6階

272 JNIE福岡天神テストセンター 福岡県福岡市中央区大名2-10-1シャンボール大名A-1210

273 香椎駅前アポロパソコンスクールテストセンター 福岡県福岡市東区香椎駅前1-8-14 エポックビル5F

274 ハカタリンクス博多駅東テストセンター 福岡県福岡市博多区東光1丁目2-8内山東光ビル202

275 福岡看護医療予備校博多駅前校テストセンター 福岡県福岡市博多区博多駅前4-13-27グランドハイツ博多1102

276 博多駅西口テストセンター 福岡市博多区博多駅前2-17-1博多プレステージ別館7階

277 筑紫野市 森ビジネススクール二日市テストセンター 福岡県筑紫野市二日市中央4-11-1二日市ビル2F

278 筑後市 パソコンスクールPCワークス筑後テストセンター 福岡県筑後市大字長崎424

279 古賀市 福岡国際高等学院古賀校テストセンター 福岡県古賀市舞の里3-4-5-3F

280 久留米市 キュリオステーション久留米テストセンター 福岡県久留米市諏訪野町2355-1第15上野ビル2F

281 福津市 ハロー！パソコン教室イオンモール福津校テストセンター 福岡県福津市日蒔野6丁目16-1 イオンモール福津3F

282 大牟田市 大牟田ビジネススクールLinktoLinkテストセンター 福岡県大牟田市橋口町3-7

283 佐賀駅前プライムテストセンター 佐賀県佐賀市駅南本町5-5サンシャインM 207

284 佐賀中央通りテストセンター 佐賀県佐賀市唐人2-5-8佐賀中央通りビル2階

285 アルテック長崎本社テストセンター 長崎県長崎市平野町3-5　建友社設計ビル2階

286 長崎万才町テストセンター 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル地下1階

287 佐世保市 サセボリンクス佐世保テストセンター 長崎県佐世保市常盤町7-14フレスコ森田ビル3階

288 アビリティスクール・マリオネット熊本テストセンター 熊本県熊本市中央区神水2丁目2-20

289 システムランド熊本校テストセンター 熊本県熊本市中央区紺屋今町1-5熊本辛島公園ビル5F

290 わかるとできるサンロードシティ熊本東町校テストセンター 熊本県熊本市東区東町3-2-18サンロードシティマンション105

291 人吉市 システムランド人吉校テストセンター 熊本県人吉市上薩摩瀬町1472-1

292 ハロー！パソコン教室　フレスポ春日浦校 大分県大分市王子北町5-9フレスポ春日浦2F

293 大分オアシステストセンター 大分県大分市高砂町2-50オアシスひろば21 3階

294 別府市 ふゅーちゃー別府駅教室テストセンター 大分県別府市駅前町11-17

295 佐伯市 み～るパソコンスクール佐伯テストセンター 大分県佐伯市池船町6番7号

296 日田市 日田テストセンター 大分県日田市清水町666-1

297 パソコンスクール モノリス宮崎 宮崎県宮崎市橘通東5-4-8岩切第２ビル2F

298 システムランド宮崎校テストセンター 宮崎県宮崎市橘通東3-1-47宮崎プレジデントビル　２F

299 都城市 らしくサポート都城テストセンター 宮崎県都城市下川東1丁目11-2

300 延岡市 延岡テストセンター 宮崎県延岡市祇園町2-5-2

301 鹿児島中央テストセンター 鹿児島県鹿児島市中央町22-16 アエールプラザ2F

302 鹿児島高見橋テストセンター 鹿児島県鹿児島市西千石町1-32Wビルディング西千石町 9階

303 枕崎市 枕崎テストセンター 鹿児島県枕崎市住吉町39番地

304 尚学院SIBA那覇テストセンター 沖縄県那覇市泊2-17-4※受験者用の駐車場はありません。近隣への無断駐車は行わないでください。

305 那覇テストセンター 沖縄県那覇市久茂地1-4-9アイキャンビル6F

306 【新規】LEC那覇本校テストセンター 沖縄県那覇市安里2-9-10 丸姫産業第2ビル2階

307 石垣市 PCワールド石垣テストセンター 沖縄県石垣市真栄里204-381

308 宮古島市 創研沖縄宮古島テストセンター 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根604-23

47 沖縄県

那覇市

27 大阪府

堺市

45 宮崎県

宮崎市

46 鹿児島県
鹿児島市

高知県 高知市

44 大分県

熊本市

大分市

37 香川県 高松市

38 愛媛県

松山市

39

40 福岡県

北九州市　

福岡市

41 佐賀県 佐賀市

42 長崎県
長崎市

43 熊本県

36 徳島県 徳島市

31 鳥取県
鳥取市

32 島根県
松江市

33 岡山県 岡山市

34 広島県
広島市

35 山口県

山口市

下関市

29 奈良県

30 和歌山

枚方市

28 兵庫県

神戸市
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