CBTS認定試験センター一覧
No

県

都道府県

2017年2月25日現在

住所

1

テストセンター名称

住所

最寄駅

イーエデュケーションズ札幌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条ヨシャビル4階

JR・地下鉄札幌駅より徒歩3分

BeFriendsパソコンスクール札幌テストセンター

北海道札幌市東区北6条東2丁目3番6号 札幌総合卸センター1号館2階

JR・地下鉄札幌駅 北口より徒歩5分

3

パルティステスティングセンター

北海道札幌市中央区北１条西３丁目３札幌MNビル１１F

地下鉄「さっぽろ」駅

4

北24条札幌速読テスティングセンター

北海道札幌市北区北24条西5丁目1-13 加賀ビル1F

地下鉄南北線 「北24条」駅より徒歩2分

5

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

ＪＲ函館本線「旭川四条」駅下車

ネクストステップ旭川中央テストセンター

北海道旭川市4条通7丁目793番地1 旭川トラストビル6階

ＪＲ函館本線「旭川」駅下、徒歩約８分

2

6

札幌市

1

北海道

旭川市

7

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

JR根室本線 釧路駅 徒歩約30分

8

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

9

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

10

函館市

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7F

11

滝川市

滝川テストセンター

北海道滝川市本町3丁目1-12

JR石北本線 北見駅 徒歩約20分
JR根室本線「西帯広」駅より徒歩15分
十勝バス「柳橋停留場」より徒歩1分
函館市電 五稜郭公園前
JR函館本線 五稜郭駅
JR「滝川駅」より徒歩約12分

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

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

JR青森駅 徒歩25分
JR青森駅より市営バス浪館線 久須志4丁目停留所 徒歩1分
JR「青森駅」よりバスで約20分

12
青森市

13
14

2

青森県

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

JR「青森駅」よりバスで約17分

15

弘前市

パソコンスクールＪＯＹ弘前テストセンター

青森県弘前市駅前3-3-2 サンセルビル1F

JR奥羽本線 弘前駅下車 徒歩5分

16

八戸市

manavillage八戸テストセンター

青森県八戸市根城字馬場頭6-1

JR「八戸駅」より車で約5分

17

盛岡市

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

JR「盛岡駅」より徒歩約3分

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

ＪＣ-２１教育センター

宮城県仙台市青葉区花京院1-3-1

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

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

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

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

JR「一関駅」より徒歩約5分
JR仙台駅 徒歩5分
地下鉄 仙台駅・広瀬通駅 徒歩6分
仙台市地下鉄 南北線「長町南」駅より徒歩3分
JR東北本線(仙台空港アクセス線)「長町」駅より徒歩10分
仙台市営地下鉄南北線 「北仙台」駅北１番出口より徒歩1分
JR仙石線「北仙台」駅より徒歩3分
・泉ハイタウン行き「秋田貨物駅入口」停留所から徒歩1分
・土崎方面行き「運輸支局入口」停留所から徒歩5分
JR山形駅 西口 徒歩5分

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

JR山形駅 西口 徒歩7分

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

JR羽越本線「鶴岡駅」 徒歩約8分 駐車場あり

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

JRいわき駅

ウエッブストーリー郡山校テストセンター

福島県郡山市長者１丁目７−１７

郡山駅からはバスで５分、「一本松」バス停下車すぐ

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

JR常磐線「原ノ町」

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

JR東北新幹線・東北本線・磐越線「郡山」駅 西口より徒歩10分

30

福島市

ITスクールユアPC 福島五月町テストセンター

福島県福島市五月町1-15 YKビル3F

JR東北新幹線・東北本線「福島」駅 より徒歩5分

31

会津若松市

ミンナノチカラ会津若松テストセンター

福島県会津若松市大町1-1-41

18

3

岩手県

19
20

4

宮城県

仙台市

21
22

5

秋田県

23
24

6

山形県

秋田市
山形市

25

鶴岡市

26

いわき市

27

郡山市

28
29

7

福島県

32
33
34

8

茨城県

南相馬市

水戸市

クリエートパソコン教室テストセンター

茨城県水戸市北見町8-12

JR磐越西線「会津若松」駅より徒歩約8分
JR只見線「七日町」駅より徒歩約5分
水戸駅

つくば市

インティオ学院つくば校

茨城県つくば市二の宮1-23-9

つくばエクスプレス つくば駅

土浦市

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

ＪＲ常磐線「土浦」駅西口より徒歩5分

35

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

36

宇都宮市

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

JR常磐線「佐貫」駅よりバス20分、龍ヶ崎済生会病院バス停下車徒歩10分
または、関鉄竜ヶ崎線「竜ヶ崎」駅より徒歩25分
JR日光線 鶴田駅徒歩10分

37

9

栃木県

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

JR宇都宮線「小山」駅下車、徒歩約30分

38

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

JR宇都宮線「自治医大」駅下車、徒歩約3分

39

高崎市

プロサポート高崎テストセンター

群馬県高崎市問屋町2-7-8 高崎商工会議所ビル3階

高崎問屋町駅下車、西口より徒歩約8分

太田市

タカラプロモーション太田校テストセンター

群馬県太田市本町20-19

東武伊勢崎線「太田」駅より徒歩約5分

ウィザード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

JR「さいたま新都心」駅東口より徒歩3分

南浦和西口テストセンター

埼玉県さいたま市南区南本町2-1-2 プラザマツヤ401

パソコンスクールフェニックス大宮駅東口テストセンター

埼玉県さいたま市大宮区大門町3-37 山田店舗1階

40

10

群馬県

41
さいたま市

42

越谷市

CAIパソコン教室 せんげん台本部校テストセンター

埼玉県越谷市千間台東1-9-5菅山ビル2F

JR京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅西口より徒歩2分
JR各線 「大宮」駅東口より徒歩3分
東武野田線「大宮」駅東口より徒歩3分
東武スカイツリーライン 「せんげん台」駅より徒歩3分

45

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

東武東上線 「朝霞」駅より徒歩5分

46

所沢市

ぱそこん教室おおらか東所沢テストセンター

埼玉県所沢市東所沢1-3-16 ヤナセビル1F

JR武蔵野線 「東所沢」駅より徒歩2分

47

戸田市

セルフネット戸田駅前テストセンター

埼玉県戸田市新曽806-3 SNビル

埼京線「戸田」駅下車、徒歩約2分

パソコンスクールＦＬＯＷＥＲ

千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-3-9 青田コーポ101

千葉駅前大通りテストセンター

千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル7F

行徳パソコン塾テストセンター

千葉県市川市行徳駅前2-13-17 財商行徳ビル3階

JR「稲毛駅」西口より徒歩3分
JR総武本線「千葉」駅より徒歩約4分
京成千葉線「千葉」駅より徒歩約3分
東京メトロ 東西線「行徳」駅より徒歩約1分

柏駅南口テストセンター

千葉県柏市旭町1-7-17 中山ビル2F

津田沼駅南口テストセンター

千葉県船橋市前原西2-17-12 DOGO津田沼ビル201

43
44

11

埼玉県

48

千葉市

49
50

市川市

51

柏市

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

54

松戸市

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

JR常磐線、東武野田線柏駅南口下車、徒歩2分
JR総武本線「津田沼」駅南口より徒歩3分
新京成線「新津田沼」駅南口より徒歩10分
JR総武線、東武野田線「船橋」駅より徒歩7分
京成本線「京成船橋」駅より徒歩5分
新京成線 「みのり台」駅より徒歩1分

55

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

北総線「西白井」駅より徒歩2分

56

習志野市

ゆめ工房京成大久保駅前テストセンター

千葉県習志野市大久保2-1-1 セナクール熊倉1-B

コンテンツワン新宿エキニアテストセンター

東京都新宿区歌舞伎町1-1-17 エキニア新宿5F

ユビーネット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３F

ソフトキャンパス新宿校テストセンター

東京都渋谷区代々木2-13-5 KT新宿ビル10F

京成本線「京成大久保」駅下車。徒歩約2分
JR各線・東京メトロ各線「新宿」駅東口より徒歩約7分
西武新宿線「西武新宿」駅より徒歩約5分
JR線、有楽町線「飯田橋」より徒歩9分
有楽町線「江戸川橋」より6分
JR線「新宿駅」南口より徒歩5分

60

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

渋谷駅東口から徒歩3分

61

コンテンツワン秋葉原駅前テストセンター

東京都千代田区外神田4-5-5 アキバ三滝館3F

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

CBTS神田テストセンター

東京都千代田区神田須田町1-24-3 FORECAST神田須田町3F

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

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３Ｆ

ｉＳＥＲＶＥ目黒テストセンター

東京都品川区上大崎2丁目24-11目黒西口マンション2号館 205号室

地下鉄末広町 3分
JR秋葉原 5分
JR線「秋葉原」駅昭和通り口より徒歩3分
メトロ日比谷線「秋葉原」4番出口より徒歩1分
東京メトロ銀座線「神田」駅出口5 徒歩2分
JR山手線「神田」駅東口 徒歩3分、「秋葉原」駅 徒歩6分
JR東京駅、東西線日本橋駅、都営浅草線日本橋駅
各駅より約徒歩５分
都営三田線芝公園駅A2出口より徒歩3分
都営大江戸線赤羽橋駅赤羽橋口より徒歩4分
JR目黒駅から徒歩5分

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

東急世田谷線「上町」駅より徒歩2分

巣鴨駅前テストセンター

東京都豊島区巣鴨1-14-7 青葉ビル２Ｆ

山手線 三田線 巣鴨駅南口 徒歩2分

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

52

12

千葉県

53

57

船橋市

新宿区

58
59

渋谷区

千代田区

62
63
64

中央区

65

港区

66
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東京都

67

目黒区
世田谷区

68

豊島区

69
70

中野区

ピーハート都立家政テストセンター

東京都中野区若宮3-1-1 ライズビル１F

71

大田区

蒲田・梅屋敷テストセンター

東京都大田区蒲田1-3-1 遠藤ビル103

72

足立区

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

JR/地下鉄/私鉄 池袋駅 徒歩5分
西武新宿線「都立家政駅」より徒歩5分
「野方駅」より徒歩6分
JR京浜東北線「蒲田」駅より徒歩約7分
京急本線「梅屋敷」駅より徒歩約5分
東武スカイツリーライン線 「竹ノ塚」駅より徒歩3分

73

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

東急目黒線 「武蔵小山」駅より徒歩8分

74

板橋区

啓学セミナー西台駅前テストセンター

東京都板橋区高島平1-77-1 高島平ゼン・ボラーノ102

都営地下鉄三田線 「西台」駅より徒歩3分

75

川崎市

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 武蔵小杉STMビル７階

76

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

東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩3分
JR南武線 武蔵小杉駅 徒歩1分
JR東海道線「大船」駅 東口から徒歩２分

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

JR東海道線「平塚」駅西口より徒歩2分

横浜市西区

横浜テストセンター

神奈川県横浜市西区高島2-14-12ヨコハマ・ジャスト２号館9階

JR横浜駅中央改札より徒歩3分

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

西新潟テストセンター

新潟県新潟市西区新通西1-1-5

JR「新潟」駅より車7分
JR「新潟」駅よりバス「鳥屋野十字路」バス停下車徒歩3分
JR「新潟大学前」駅よりバス乗車「新通橋」下車 徒歩1分

77
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神奈川

78
79
80

新潟市
15

新潟県

81

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

JR長岡駅下車

82

上越市

StudyPC.NET上越校テストセンター

新潟県上越市下門前1705番地 オフィスケイコムC号

JR信越本線「直江津」駅より車で10分

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

JR「富山」駅より徒歩5分

砺波市

パソカレッジ砺波テストセンター

富山県砺波市幸町5-17

金沢市

Ｌ＆Ｌコンピュータスクール金沢校

石川県金沢市米7-28-1

金沢市

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８４５－１

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

JR城端線「砺波駅」より徒歩5分
ＪＲ北陸本線・西金沢駅徒歩3分
北陸鉄道 石川総線・新西金沢駅徒歩1分
北陸鉄道浅野川線 三ツ屋駅下車徒歩15分
バス 金沢駅西口乗車～近岡バス停徒歩3分
JR北陸本線福井駅より徒歩5分

坂井市

GIS坂井テストセンター

福井県坂井市坂井町宮領58-20-3

JR北陸本線 丸岡駅 徒歩約5分

甲府バイパス国母テストセンター

山梨県甲府市国母8丁目13-40 丸藤ビル

JR「国母」駅より徒歩15分

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

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

松本市

コミュニケーションズ・アイ松本テストセンター

長野県松本市筑摩1-11-20 上條ビル2F

ＪＲ中央本線「甲府」駅より路線バス、甲府商業高校入口停留所 徒歩３分
ＪＲ信越線「長野」駅善光寺口より徒歩40分
川中島バス日赤線2番線のりば「河原口」バス停下車徒歩1分
JR松本駅より、周遊バス「タウンスニーカー南コース」乗車 西筑摩下車徒歩１分

穂高パソコンテストセンター
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富山県
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石川県
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福井県

山梨県

91
92
93

20

長野県

甲府市

長野県安曇野市穂高５９５０－１

JR大糸線「穂高」駅より徒歩1分

94

飯田市

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

95

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

岐阜市

キュリオステーション田神テストセンター

岐阜県岐阜市入舟町1-18-1コーポ入船

JR飯田線「伊那上郷」駅から徒歩10分
しなの鉄道「田中」駅よりバス「文化会館サンテラスホール」バス停下車徒歩5分
「東部湯の丸」ICより車で3分
名鉄各務原線「田神駅」より東へ 徒歩約1分

@りこパソコンスクール浜松テストセンター

静岡県浜松市南区参野町183-1

JR線「浜松駅」からバス「領家郵便局」まで、 約6分 下車徒歩3分

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２Ｆ

JR線「浜松駅」

メルシーパソコンスクール浜松校テストセンター

静岡県浜松市東区原島町63-3

ＪＲ東海道本線「天竜川」駅下車、徒歩20分

静岡市

静岡駅北テストセンター

静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル5F

ＪＲ東海道本線「静岡」駅下車、徒歩5分

101

掛川市

メルシーパソコンスクール掛川校テストセンター

静岡県掛川市大多郎113

ＪＲ東海道本線「掛川」駅下車、徒歩25分

102

沼津市

M-netパソコンスクールテストセンター

沼津市新宿町3-15 萩原ビル1F

ＪＲ東海道本線「沼津」駅下車、徒歩約3分
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浜松市
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静岡県
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103

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

104

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丁目9-13 MKビル401

千種テストセンター

名古屋市東区葵三丁目15番31号 千種第2ビル3F

地下鉄 東山線・名城線 栄駅12番出口より徒歩3分
JR各線「名古屋」駅より徒歩6分
地下鉄各線「名古屋」駅より徒歩5分
千種駅下車徒歩1分

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

地下鉄東山線「岩塚」駅（3番出口）より北（右）へ徒歩5分

107

チャオパソコンスクール原駅前テストセンター

愛知県名古屋市天白区原4-205 アビタマルフク1F

名古屋市営地下鉄 鶴舞線「原」駅2番出口より徒歩約5分

108

いきいきパソコン教室栄生テストセンター

愛知県名古屋市中村区大日町１－５ 酒井ビル１階

名鉄名古屋本線「栄生」駅より徒歩約2分

パソコンジム藤ヶ丘テストセンター

愛知県名古屋市名東区小池町60 三和マンション1F

名古屋市営地下鉄東山線「藤が丘」駅から徒歩約3分

105
名古屋市

106

109
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愛知県

110

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

JR「船町」駅より徒歩5分

111

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

愛知環状鉄道「山口」駅下車、徒歩2分

112

半田市

アドバンスパソコン教室半田テストセンター

愛知県半田市清城町1-12-19 ファインレジデンＣ・Ｏ・Ｐ １階

名鉄河和線 「知多半田」駅より徒歩15分

113

一宮市

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

JR尾張一宮駅

114

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

名鉄河和線「知多武豊」駅下車、徒歩約2分

115

津市

津駅東口試験センター

三重県津市羽所町345番地 津駅前第一ビル6階

JR紀伊本線、近鉄名古屋線「津」駅から徒歩1分

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

伊勢市駅、宮町駅、山田上口駅 徒歩約10分

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

近江バス[資料館前]下車 徒歩3分

大津数学塾テストセンター

滋賀県大津市中央1-6-15 垣見ビル2F

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7F

ＪＲ東海道線「大津」駅より徒歩10分
京阪線「浜大津」駅より徒歩3分
地下鉄烏丸御池 徒歩約2分

モーリス京都テストセンター

京都府京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町191番地 上原ビル3 4階

地下鉄烏丸御池 徒歩約2分

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

福知山駅前町テストセンター

京都府福知山福知山市字天田（駅前町）217

京都市営地下鉄 烏丸線「四条」駅より徒歩1分
阪急京都線「烏丸」駅より徒歩3分
JR福知山線「福知山」駅北口より徒歩6分

アビリティプラス大阪天満宮テストセンター

大阪府大阪市北区天神橋2-5-18 南森町センタービル401

キュリオステーション天六テストセンター

大阪府大阪市北区浪花町5-3 ムラタビル102

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

大阪駅前テストセンター

大阪府大阪市北区芝田２－６－３０ 梅田清和ビル５階

本町駅東テストセンター

大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-27 船場大西ビル1F

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
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近江八幡市
大津市
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伊勢市

京都市中京区
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京都府

122

京都市下京区
福知山市

123
大阪市北区

124
125
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大阪市中央区

127

地下鉄堺筋線 南森町駅6号出口から徒歩1分
地下鉄谷町線 南森町駅1号出口から徒歩2分
・大阪市営地下鉄 堺筋線・谷町線「天神橋六丁目」駅 13番出口より南へ徒歩3分
・大阪市営地下鉄 谷町線「中崎町」駅 1番出口より東へ徒歩4分
JR大阪駅 御堂筋南口より徒歩約10分
阪急梅田駅 2階中央改札口より徒歩約10分
JR大阪環状線「大阪」駅 御堂筋北口から徒歩３分
阪急線「梅田」駅 茶屋町口から徒歩１分
地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅より徒歩3分
地下鉄境筋線・中央線「境筋本町」駅より徒歩5分
JR東海道線 塚本駅 / JR東西線 御幣島駅
大阪市バス 歌島2丁目
JR線、近鉄線「難波」駅から徒歩約5分
南海電鉄線「なんば」駅から徒歩約3分
JR学園都市線「放出」駅より徒歩6分

128

大阪市西淀川区

129

大阪市浪速区

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

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

ぱそこんる～む南茨木テストセンター

大阪府茨木市沢良宜西一丁目13番25号 美山ビル102

ゆめーるねっと枚方テストセンター

大阪府枚方市北中振2丁目1-18

阪急南茨木駅より徒歩３分
大阪モノレール南茨木駅より徒歩４分
京阪光善寺駅

北大阪商工会議所 北大阪プラザテストセンター

大阪府枚方市大垣内町2-12-27

京阪本線「枚方市」駅南口より徒歩約5分

ヴィーナスパソコン教室イオン新金岡テストセンター

大阪府堺市北区新金岡町4-1-11 イオン新金岡エブリー2F

地下鉄御堂筋線「新金岡」駅より徒歩２分

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

阪急宝塚線「豊中」駅より徒歩約2分

東岸和田駅前テストセンター

大阪府岸和田市土生町4081サバービア岸和田206

JR阪和線「東岸和田」駅から徒歩2分

137

ハロー！垂水北テストセンター

兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2-1-45 ブルメール舞多聞１Ｆ

138

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

神戸市営地下鉄 学園都市駅から
山陽バス 舞多聞口停留所下車、徒歩5分、
神戸電鉄 岡場駅 下車 徒歩 5分

オフィス・モアスクール三宮南ビルテストセンター

兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-16 三宮南ビル3階

JR「三ノ宮」、阪神・阪急「三宮」駅下車 徒歩6分

神戸三宮テストセンター

兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-1 芙蓉ビル東館4階

JR「三ノ宮」、阪神・阪急「三宮」駅下車 徒歩8分

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

ＪＲ山陽本線「姫路」駅下車、徒歩１0分

西脇市

パソコンじゅく西脇教室テストセンター

兵庫県西脇市市原町192

143

加東市

オイコスジャパンやしろテストセンター

兵庫県加東市社417番地 OJビル1階

JR加古川線杜町駅

144

尼崎市

尼崎市中小企業センターパソコン教室テストセンター

兵庫県尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター 5F

阪神尼崎駅から遊歩道ぞいに北上、徒歩5分程度

145

豊岡市

すきっぷパソコン教室豊岡テストセンター

兵庫県豊岡市昭和町1-17

JR山陰本線「豊岡」駅より約徒歩15分

146

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

147

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105

ハロー！パソコン教室富雄校

奈良県奈良市富雄北1-12-4 アゴラハイム1F

近鉄奈良線 富雄駅

近鉄奈良駅前テストセンター

奈良県奈良市高天町38-5 佐川ビル2F

KSKパソコンスクール奈良校テストセンター

奈良県奈良市油阪町446-6山口ビル2F

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

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

近鉄奈良線 「近鉄奈良駅」より徒歩3分
近鉄奈良線「奈良」駅より徒歩約2分
JR関西本線線「奈良」駅より徒歩約7分
JR・近鉄桜井駅より徒歩約5分
JR・近鉄桜井駅の南側になります。
南海和歌山市駅

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

鳥取市

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

米子市

富士通オープンカレッジ米子校テストセンター

鳥取県米子市皆生3丁目13-31

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番１９号

157

松江市

パソコン教室こまんど松江テストセンター

島根県松江市苧町38

158

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

岡山市

ソフトプレビュー岡山上中野テストセンター

岡山県岡山市北区上中野1-19-40

160

ハロー！緑井テストセンター

広島県広島市安佐南区緑井5-4-39-2F

161

パソコンスクールPAL-SAIJOテストセンター(東広島校）

広島県東広島市西条町西条東802番地1

南海和歌山市駅
湖山駅から徒歩7分
バスをご利用の方・岩吉下車、徒歩4分
JR「米子」駅から車で10分
ＪＲ山陰本線益田駅 石見交通バス約１０分
石見交通本社下車 徒歩１０分
JR「松江」駅北口よりバス 「松江市役所」バス停より徒歩3分
JR「倉敷」駅南口から徒歩20分
路面電車「郵便局前」下車 徒歩3分
JR宇野線「大元」駅より徒歩13分
JR山陽本線「北長瀬」駅より徒歩20分
JR可部線七軒茶屋3分 緑井駅 8分
バス停：七軒茶屋 3分
JR山陽本線「西条」駅から尾形バス停下車

ビアンパソコン学院京橋町テストセンター

広島県広島市南区京橋町10-22

広島電鉄 広島駅, 広島電鉄 稲荷町

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3F

JR「広島」駅南口より徒歩4分
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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

JR山陽本線 「東福山」駅より徒歩5分

165

山口市

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３Ｆ

JR山口線 山口駅、湯田温泉駅

166

岩国市

ハロー!パソコン教室フジグラン岩国テストセンター

山口県岩国市麻里布町２丁目９−８ フジグラン岩国3F

ＪＲ山陽本線、岩徳線「岩国駅」下車 徒歩約6分

下関市

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下関第一ビル1F

ＪＲ山陽本線「下関駅」東口下車 徒歩約5分

防府市

クラカズパソコンスクール防府テストセンター

山口県防府市下右田1022-2

防府駅から防長バス堀行き(中山経由)で「塚原バス停」下車 徒歩2分

徳島市

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

阿波室戸シーサイドライン「二軒屋」駅より徒歩約10分

ハロー！太田テストセンター

香川県高松市太田上町898-1

琴電 太田駅

ハロー！パソコン教室高松ウィングポートテストセンター

香川県高松市香川町大野916番地1 ウィングポート2階

琴電 空港通り駅

アルゴ・コンピュータスクールテストセンター

愛媛県松山市三番町4丁目3-9 香川ビル４F

伊予鉄道 松山市駅 から 徒歩3分

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

伊予鉄横河原線「石手川公園」駅より徒歩3分

ｎｂｎＩＴスクール新居浜テストセンター

愛媛県新居浜市北新町2-37 新居浜建設会館 東館 2階

ＪＲ予讃線「新居浜」駅より車で約５分

高知朝倉テストセンター（スクールデポ）

高知県高知市朝倉甲173-1

JR「朝倉」駅

ダブル・クリック高知桟橋教室テストセンター

高知県高知市桟橋通6丁目7-36 田部海運ビル2F

とさでん交通 桟橋通り5丁目電停より徒歩8～10分

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ケ崎3-6-24ハビタット2F

HiroNetwork三ヶ森テストセンター

福岡県北九州市八幡西区三ヶ森４丁目１１－１

本城駅より徒歩17分
折尾駅西口より西鉄バス77番で本城西団地まで10分 下車徒歩3分
筑豊電鉄「三ヶ森」駅より徒歩2分

エトランジェ博多テストセンター (旧：アームＳＰ博多）

福岡県福岡市博多区綱場町1-16 多田ビル3階

地下鉄箱崎線「呉服町」駅から徒歩１分

Skwood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

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

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

市営地下鉄空港線
「赤坂」駅5番出口より徒歩3分
JR鹿児島本線「香椎駅」より徒歩1～2分
（博多駅から11分程度）
西鉄天神大牟田線「二日市」駅より徒歩約2分

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

JR「羽犬塚」駅より徒歩15分

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2352-7 ダイアパレス諏訪野A棟1F

西鉄天神大牟田線「久留米」駅より徒歩約12分

佐賀テストセンター

佐賀県佐賀市白山1-4-28 佐賀白山ビル１号

佐賀駅から県庁方面へ徒歩約15分

アルテック長崎本社テスティングセンター

長崎県長崎市平野町3-5 建友社設計ビル2階

長崎電気軌道「浜口町」駅、または「松山町」駅より徒歩3分

企業組合eタウン長崎テストセンター

長崎県長崎市魚の町６番４号 呑田ビル３階

長崎電気軌道 公会堂前電停下車 徒歩2分

アルテック佐世保テスティングセンター

長崎県佐世保市日宇町695-2 川崎ビル1F

JR佐世保線「日宇」駅より徒歩4分

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

市電「水神市民病院前」電停より徒歩10分

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

市電「健軍町」電停より徒歩15分

大分市

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

JR 大分駅 大分交通バス 春日神社前・春日浦

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

JR日豊本線「別府」駅より徒歩1分

モノリス宮崎テストセンター

宮崎県宮崎市橘通東5-4-8 岩切第２ビル2F

JR日豊本線宮崎駅より徒歩20分

パソコンスクールＰＣ．ソフィア宮崎テストセンター

宮崎県宮崎市吉村町大田ヶ島402-7 レジデンスリバーストーン101号

JR日豊本線「宮崎」駅より徒歩約25分

都城市

ゆいま～るぱそこん都城テストセンター

宮崎県都城市太郎坊町1690

ＪＲ日豊線「都城」駅から車で約15分

延岡市

プリンシプル延岡テストセンター

宮崎県延岡市祇園町2-5-2

かごしまテスティングセンター

鹿児島県鹿児島市上荒田町22-3 育英ビル6F
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47

沖縄県

アイテイシステム鴨池テストセンター

鹿児島県鹿児島市鴨池1-8-25

ＪＲ日豊線「延岡」駅より徒歩約10分
JR／鹿児島中央駅 徒歩8分
鹿児島市電/中州通駅 徒歩2分
鹿児島市電 「騎射場」駅より徒歩5分

那覇市

尚学院ＳＩＢＡ那覇テストセンター

沖縄県那覇市泊2-17-4

ゆいレール おもろまち駅

那覇市

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

ゆいレール「県庁前」駅より徒歩2分

ゆいまーる宜野湾テストセンター

沖縄県宜野湾市字宇地泊５５８番地１８号

鹿児島市

宜野湾市
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