CBT試験会場一覧
都道府県
都市名
北海道
札幌市

住所
北海道札幌市中央区北1条西3丁目3札幌MNビル11F

電話番号
011-207-0777

札幌市

株式会社ＳＡＰ 札幌北2条西3丁目試験会場

北海道札幌市中央区北2条西3-1-21札幌北2条ビル4F

011-206-1150

旭川市

株式会社ソリューションセンター 旭川3条通試験 北海道旭川市3条通8丁目右3号冨貴堂2号館6F
会場
株式会社グローバル・コミュニケーションズ 函館 北海道函館市富岡町2-4-21
試験会場
パソコンランド株式会社 帯広試験会場
北海道帯広市東2条南19-16

函館市
帯広市

岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

茨城県

栃木県
群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

0166-29-3055

会場アクセス
基本開催スケジュール
札幌駅前通地下歩行空間９番出口より徒歩１分
毎月４～６回 土曜日、日曜日
（札幌駅前通地下歩行空間は、地下鉄大通駅７番出口、地下鉄さっぽ
ろ駅１１番出口からそれぞれ直結しています）
地下鉄 大通駅 徒歩３分
ＪＲ札幌駅 南口 徒歩８分
毎月８回 土曜日、日曜日
地下鉄 さっぽろ駅 地下通路５番出口 徒歩５分
地下鉄 大通駅 地下通路５番出口 徒歩７分
ＪＲ旭川駅 北口 徒歩６分
毎月１回 土曜日

0138-44-5610

ＪＲ五稜郭駅より函館バス 田家入口停留所 徒歩5分

毎年２回（３月、７月予定） 曜日不定

0155-27-3363

毎月２回 土曜日

毎月２～４回 土曜日

株式会社はまなすインフォメーション 岩見沢試験
会場
青森市
株式会社ソフトアカデミーあおもり 青森問屋町試
験会場
弘前市
株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ 弘前土手町試験会場
盛岡市
株式会社イエス・ネットワーク 盛岡大通試験会場
仙台市
株式会社JC-21教育センター 仙台試験会場
秋田市
合資会社エーアイメディアシステム 秋田山王試
験会場
横手市
株式会社オコス 横手試験会場
山形市
オリオンコンピュータ株式会社 山形駅東口会場
酒田市
山形県立産業技術短期大学校 庄内校試験会場
福島市
有限会社ジャパンウィング 福島五月町試験会場
郡山市
株式会社エフコム 郡山試験会場
会津若松市 有限会社アスク 会津若松試験会場

北海道岩見沢市有明町南1-20 岩見沢市自治体ネットワークセンター3F

0126-25-8106

青森市第二問屋町4-11-18

017-731-9002

青森県弘前市土手町134-8
岩手県盛岡市大通3-1-23クリエイトビル1F
宮城県仙台市青葉区花京院1-3-1東北電子専門学校内1F
秋田県秋田市山王沼田町1-12 山王沼田ビル2F

0172-32-5801
019-652-1193
022-222-6696
018-866-7445

秋田県横手市朝日が丘4-9-2
山形県山形市香澄町1-15-22ベル・デ・ラモーヌ1F
山形県酒田市京田3-57-4
福島県福島市五月町1-15YKビル3F
福島県郡山市本町2-4-2
福島県会津若松市インター西90アピオスペース2F

0182-23-5227
023-665-5685
0234-31-2708
024-528-0388
024-995-4244
0242-37-2801

水戸市
水戸市

株式会社アイエスエイ 水戸駅北口試験会場
株式会社日本クリエート茨城 水戸北見町試験会
場
土浦市
株式会社フレックスホールディングス 土浦駅西
口試験会場
宇都宮市 オリオンコンピュータ株式会社 宇都宮駅東試験
会場
高崎市
学校法人高崎健康福祉大学 高崎健康福祉大学
試験会場
太田市
有限会社タカラプロモーション 太田駅北試験会
場
さいたま市 株式会社ウィザード さいたま新都心試験会場
さいたま市 株式会社アイエスエイ 大宮駅西口試験会場
さいたま市 オリオンコンピューター株式会社 大宮駅東口試
験会場
川越市
オリオンコンピューター株式会社 川越駅東口試
験会場

茨城県水戸市宮町1-3-41 水戸ノースフロント3F
茨城県水戸市北見町8-12

029-300-3306
029-222-2727

茨城県土浦市桜町1-15-11 M･Yビル3F

029-244-3939

ＪＲ帯広駅 北口 徒歩２０分
ＪＲ帯広駅より十勝バス 大通２０丁目停留所 徒歩１０分
ＪＲ岩見沢駅 徒歩１分
中央バス岩見沢ターミナル 併設
ＪＲ青森駅 東口より市営バス 問屋町行 東保健所前停留所 徒歩１
分
ＪＲ弘前駅 徒歩１０分
ＪＲ盛岡駅 南口 徒歩10分
ＪＲ仙台駅 西口 徒歩５分
ＪＲ秋田駅西口より秋田中央交通バス 県立体育館前停留所 徒歩１
０分
ＪＲ横手駅より羽後交通バス 朝日が丘四丁目停留所下車 徒歩５分
ＪＲ山形駅 東口 徒歩５分
JR酒田駅より 庄内交通バス 鶴岡行 太平工業前停留所 徒歩10分
ＪＲ福島駅 東口 徒歩５分
ＪＲ郡山駅より 福島交通バス 堤下町停留所 徒歩０分
ＪＲ会津若松駅より 会津バス（笈川行き） 会津アピオ中央停留所 徒
歩３分
ＪＲ水戸駅 北口 徒歩１分
ＪＲ水戸駅 北口 徒歩１５分
ＪＲ水戸駅より循環バス ＮＴＴ茨城支店停留所 徒歩４分
ＪＲ土浦駅 西口 徒歩６分

栃木県宇都宮市東宿郷4-2-7 アークビル3F

028-614-4770

ＪＲ宇都宮駅 東口 徒歩７分

群馬県高崎市中大類町37-1 高崎健康福祉大学1号館

027-352-1290

群馬県太田市本町20-19 タカラビル2F

0276-22-8354

ＪＲ高崎駅 東口 市内循環バス「ぐるりん」で１５分、高崎健康福祉大 毎月第１、第３土曜日
学停留所 徒歩５分
東武伊勢崎線 太田駅 北口 徒歩10分
毎月１～２回 土曜日

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1F
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-3-6 第1高井ビル5F
埼玉県さいたま市大宮区大門町3-191-1 今井ビル4F

048-650-1020
048-645-3110
048-778-7711

埼玉県川越市脇田町33-12 アーバンビルCore脇田3F

049-298-5700

熊谷市
千葉市

株式会社アイセイＰＣ 熊谷試験会場
株式会社アイエスエイ 千葉駅東口試験会場

埼玉県熊谷市河原町2-33松島ビル1F
千葉県千葉市中央区富士見2-2-1ニュー千葉ビル2号館3F

048-501-2882
043-202-0006

千葉市

テレネットジャパン株式会社 千葉試験会場

千葉県千葉市中央区富士見2-9-13 WTC千葉富士見ビル3F

043-202-7722

船橋市
柏市
千代田区

株式会社アイエスエイ 船橋駅南口試験会場
株式会社アイエスエイ 柏駅東口試験会場
プロメトリック御茶ノ水ソラシティテストセンター

千葉県船橋市本町1-3-1FACEビル12F
千葉県柏市柏1-2-38さくら柏ビル6F
東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティアカデミア5F

047-424-3544
04-7168-4777
03-3258-9151

千代田区

03-5829-8916

千代田区
中央区

有限会社ファーストステップ 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
試験会場
株式会社アイエスエイ 丸の内試験会場
東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9F
株式会社アイエスエイ ギンザ・グラッセ試験会場 東京都中央区銀座3-2-15 ギンザ・グラッセ5F

新宿区
新宿区

株式会社アイエスエイ 新宿駅西口試験会場
株式会社ウィル 新宿小滝橋通試験会場

東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー6F
東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル4F

03-5325-9300
03-5348-6025

新宿区

株式会社ウィル 新宿御苑前・三丁目試験会場

東京都新宿区新宿2-3-13 大橋ビル7F

03-3355-5123

豊島区

株式会社スーパーオフィス 池袋コミュニティ・カ
レッジ ＰＣカレッジ 池袋西武試験会場
株式会社アイエスエイ 渋谷駅ハチ公口試験会場
株式会社アイ・アイ・ピー金沢 代々木駅前試験
会場
有限会社エムケイ・コーポレーション 田町試験会
場

東京都豊島区南池袋1-28-1 池袋西武別館9F(パソコン教室受付カウン
ター)
東京都渋谷区道玄坂2-29-19 關口ビル5F
東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル2F

03-5950-9821

東京都港区芝3-20-5 芝IYビル5F

03-6809-4017

株式会社ヒューマンフロンティア 立川試験会場

東京都立川市曙町2-32-3 立川三和ビル7F

042-595-8097

岩見沢市
青森県

2017/2/28現在

試験会場名
株式会社フレックスジャパン パルティステスティ
ングセンター 札幌MNビル試験会場

渋谷区
渋谷区
港区

立川市

03-6273-4533
03-3564-1212

03-5456-6488
03-6304-2212

1

備考

毎年２回 （３月、１２月予定） 土曜日
年間４回以上 土曜日

2017/3/25から

毎月１～２回 土曜日
毎月４回 火曜日、木曜日、金曜日、土曜日
毎月４回 土曜日
毎月１回
毎月２回
隔月２回
毎月４回
毎月２回
毎月２回

土曜日
土曜日
土曜日
金曜日、土曜日
土曜日
土曜日

毎月８回 土曜日
毎月１～２回 土曜日
毎月２回 土曜日

ＪＲさいたま新都心駅 東口 徒歩３分
ＪＲ大宮駅 西口 徒歩２分
ＪＲ大宮駅 東口 徒歩６分
東武野田線 大宮駅 東口 徒歩６分
ＪＲ川越駅 東口 徒歩５分
東武東上線 川越駅 東口 徒歩５分
西武新宿線 本川越駅 東口 徒歩５分
ＪＲ熊谷駅 南口 徒歩１０分
ＪＲ千葉駅 東口 徒歩１分
京成線千葉駅 東口 徒歩１分
ＪＲ千葉駅 東口 徒歩７分
京成線千葉中央駅 東口 徒歩６分
ＪＲ船橋駅 南口 徒歩３分
ＪＲ柏駅 東口 徒歩１分
ＪＲ御茶ノ水駅 聖橋口 徒歩１分
地下鉄 新御茶ノ水駅 Ｂ２地上出口徒歩１分または地下出口直結
ＪＲ秋葉原駅 昭和通り口 徒歩３分
都営新宿線 岩本町駅 Ａ４出口 徒歩５分
ＪＲ東京駅 丸の内南口 徒歩３分
地下鉄 銀座駅 Ｃ８出口 徒歩１分
ＪＲ有楽町駅 中央口 徒歩４分
地下鉄 銀座一丁目駅 ４出口 徒歩４分
ＪＲ新宿駅 西口 徒歩５分
地下鉄大江戸線 新宿西口駅 Ｄ５出口 徒歩４分
西武新宿線 新宿駅 北口 徒歩５分
ＪＲ新宿駅 中央西口 徒歩１０分
地下鉄丸ノ内線 西新宿駅 徒歩１０分
地下鉄 新宿御苑前駅 １番出口 徒歩３分
都営新宿線 新宿三丁目駅 Ｃ１出口 徒歩４分
地下鉄 新宿三丁目駅 Ｃ１出口 徒歩４分
ＪＲ新宿駅 東口 徒歩９分
ＪＲ池袋駅 徒歩３分
地下鉄 池袋駅 徒歩５分
ＪＲ渋谷駅 ハチ公口 徒歩３分
JR代々木駅 北口 徒歩1分

毎月４回 木曜日、土曜日
毎月４回 土曜日
毎月２回～４回 土曜日、日曜日

ＪＲ田町駅 三田口 徒歩9分
地下鉄 芝公園駅 A2出口 徒歩3分
地下鉄 赤羽橋駅 赤羽橋口 徒歩6分
地下鉄 三田駅 A10出口 徒歩9分
ＪＲ立川駅 北口 徒歩8分

毎月２～４回 土曜日、日曜日

毎月１～２回 土曜日
毎月４回 金曜日、土曜日
毎月４回 土曜日
毎月２回 土曜日、日曜日
毎月４回 土曜日
毎月４回 土曜日
毎週各曜日２回 火曜日、水曜日、木曜日、
金曜日、土曜日、日曜日
毎月２～４回 土曜日、日曜日
毎月４回 金曜日
毎月２回 土曜日
毎月２回 日曜日
毎月４回～８回 土曜日、日曜日

毎月６日 土曜日、日曜日

毎月４回 土曜日、日曜日
毎月２回 土曜日
毎月５日 土曜日、日曜日

毎月２回 土曜日

2017年4月4日(火)以降、同ビル内7Fから8Fに移
転予定

都道府県
都市名
神奈川県 横浜市

基本開催スケジュール
毎月６回 土曜日、日曜日

046-220-0879
0463-30-3231

会場アクセス
ＪＲ横浜駅 きた東口Ａ 徒歩５分
京急線 横浜駅 きた東口Ａ 徒歩５分
京急線 神奈川駅 徒歩４分
京浜急行線 京急川崎駅西口 徒歩１分
ＪＲ川崎駅東口 徒歩4分
小田急線 本厚木駅 南口 徒歩３分
ＪＲ平塚駅 西口 徒歩１１分

神奈川県横須賀市若松町2-31

046-823-1842

京急線 横須賀中央駅 西口 徒歩１分

毎月４回 土曜日、日曜日

新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-21 北陽ビル2F

025-285-7022

ＪＲ新潟駅 南口より新潟交通バス 鳥屋野十字路停留所 徒歩２分

新潟県長岡市殿町2-4-19 吉原ビル2F
富山県富山市新富町2-4-25 カーニープレイス富山5F
富山県高岡市赤祖父679 アップロードビル1F

0258-38-6922
076-432-7676
0766-22-8510

株式会社アイ・アイ・ピー金沢 金沢近岡試験会
場
アイビーエージェント株式会社 福井試験会場

石川県金沢市近岡町845-1 NET24ビル1F

076-237-3925

ＪＲ長岡駅 西口 徒歩１０分
ＪＲ富山駅 南口 徒歩５分
ＪＲ高岡駅 南口 徒歩２０分
ＪＲ高岡駅よりバス イオンモール高岡停留所 徒歩１０分
ＪＲ金沢駅西口より 北陸鉄道バス 近岡停留所 徒歩３分

毎年５回（６月、８月、１１月、２月、３月予定）
土曜日
毎月４回 金曜日、土曜日
毎月３回 土曜日
毎月２回 金曜日

福井県福井市日之出4-1-6

0766-97-5422

山梨県甲府市国母8-13-40 丸藤ビル1F

東御市

山梨総合ビジネス株式会社 甲府バイパス国母
試験会場
株式会社システムインナカゴミ 山梨昭和町試験
会場
有限会社中川 長野試験会場
みらい学習支援サービス株式会社 松本試験会
場
株式会社すきこそじょうず 東部湯の丸試験会場

岐阜県

岐阜市

静岡県

川崎市
厚木市
平塚市
横須賀市
新潟県

新潟市

富山県

長岡市
富山市
高岡市

石川県

金沢市

福井県

福井市

山梨県

甲府市

試験会場名
株式会社ウィル 横浜駅きた東口試験会場

住所
神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル5F

電話番号
045-440-0223

学校法人深堀学園 外語ビジネス専門学校試験
会場
株式会社湘南ハイテク企画 本厚木試験会場
学校法人鶴嶺学園 神奈川社会福祉専門学校
平塚西口試験会場
学校法人山本学園 横須賀法律行政専門学校試
験会場
特定非営利活動法人新潟県高度情報社会生活
支援センター 新潟中央区試験会場
株式会社アイセイＰＣ 長岡試験会場
クレッセント株式会社 富山新富町試験会場
株式会社アップロード 高岡試験会場

神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-1

044-244-3111

神奈川県厚木市旭町1-27-6 本厚木マイビル2F
神奈川県平塚市立野町1-10

毎月２回 土曜日 日曜日
毎月２回 土曜日
毎月２回 火曜日

毎月８～１０回 水曜日、土曜日
毎月1回 土曜日

055-287-9688

ＪＲ福井駅 東口 徒歩１０分
えちぜん鉄道 新福井駅 徒歩７分
ＪＲ身延線 国母駅 徒歩１５分

山梨県中巨摩郡昭和町西条43-3

055-275-9821

ＪＲ身延線 国母駅 徒歩２０分

毎月２回 土曜日

長野県長野市稲葉920-7
長野県松本市城西1-7-1

026-221-7039
0263-50-9511

毎月２～４回 日曜日
毎月２回 土曜日

長野県東御市常田450-1

0268-64-2963

株式会社インフォファーム 岐阜中央試験会場

岐阜県岐阜市城東通3-5

058-273-2211

静岡市

株式会社エーグッド 静岡駅北試験会場

静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル5F

054-260-4501

沼津市
浜松市
名古屋市
名古屋市

株式会社アイ・クリエイティブ 沼津試験会場
株式会社エーグッド 浜松駅西試験会場
プロメトリック名古屋駅前テストセンター
株式会社コスモウィンズ 伏見試験会場

静岡県沼津市新宿町3-15 萩原ビル1F
静岡県浜松市中区平田町103 浜松ターミナルハイツ2F
愛知県名古屋市中村区椿町1-16 井門ビル8F
愛知県名古屋市中区錦1-7-27 三同ビル錦3F

055-928-4620
053-454-3366
052-459-6230
052-204-8007

名古屋市

愛知県名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル5F

052-228-0419

豊橋市

株式会社アイ・アイ・ピー金沢 名古屋栄試験会
場
株式会社ICHIコーポレーション 豊橋試験会場

ＪＲ長野駅より 路線バス 河原口停留所 徒歩１分
ＪＲ北松本駅 東口（お城口） 徒歩１分
ＪＲ松本駅 東口（お城口） 徒歩１５分
しなの鉄道 田中駅よりバス 中央公園停留所 徒歩５分
東部湯の丸ＩＣより、車で３分
ＪＲ岐阜駅よりバス 城東通り３丁目停留所 徒歩２分
名鉄 茶所駅 徒歩１０分
ＪＲ静岡駅 北口 徒歩６分
静岡鉄道 新静岡駅 徒歩３分
ＪＲ沼津駅 北口 徒歩５分
ＪＲ浜松駅 北口 徒歩７分
ＪＲ名古屋駅 太閤通口 徒歩１分
地下鉄東山線 伏見駅 徒歩5分
地下鉄桜通線 国際センター駅 徒歩5分
地下鉄栄駅 １２番出口 徒歩５分

愛知県豊橋市北島町字北島167-3

0532-52-0050

毎月１回 土曜日

三重県

四日市市
津市

株式会社未来空間ワンツーＰＣ 四日市試験会場 三重県四日市市西浜田町2-15
合同会社ＷＩＮＫＩＤＳ 津駅東口試験会場
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル6F

059-350-6002
059-253-6988

滋賀県

大津市

株式会社日本ビーコム 膳所試験会場

滋賀県大津市馬場3-2-25 ワカヤマビル2F

077-527-5681

京都府

京都市
福知山市
大阪市
大阪市

株式会社大友 京都試験会場
合同会社ＡＧパソコンスクール 福知山試験会場
プロメトリック中津テストセンター
株式会社ウィル 本町・淀屋橋試験会場

京都府京都市東山区五条橋東2-7 大友ビル4F
京都府福知山市天田217 YAMABUN2F
大阪府大阪市北区中津1-11-1 中津センタービル7F
大阪府大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル1F

075-532-4107
0773-24-1153
06-6376-5811
06-6264-5028

大阪市

株式会社アイシージェーピー 東梅田パークビル 大阪府大阪市北区太融寺町5-13 東梅田パークビル2F
試験会場

06-6363-6771

大阪市

株式会社ウィル なんば試験会場

大阪市浪速区難波中3-6-12 ナンバグランドビル6F

06-6632-5101

堺市

大阪府堺市堺区東雲西町1-4-20 ジョイフル堺101

072-282-5020

JR船町駅 徒歩5分
JR豊橋駅 徒歩20分
近鉄 四日市駅 徒歩７分
ＪＲ津駅 東口 徒歩１分
近鉄津駅 東口 徒歩１分
ＪＲ膳所駅 徒歩３分
京阪線 膳所駅 徒歩３分
京阪本線 清水五条駅 ４番出口 徒歩３分
ＪＲ福知山駅 北口 徒歩６分
地下鉄中津駅 ２番出口より右へ徒歩１分
地下鉄 本町駅 １番出口 徒歩３分
地下鉄 堺筋本町駅 １７番出口 徒歩６分
地下鉄 淀屋橋駅 １１番出口 徒歩８分
京阪本線 淀屋橋駅 ８番出口 徒歩１０分
ＪＲ大阪駅 御堂筋南口 徒歩１０分
阪急梅田駅 ２Ｆ中央改札口 徒歩１０分
地下鉄 東梅田駅 ２番出口 徒歩５分
地下鉄御堂筋線 なんば駅 ６番出口 徒歩５分
ＪＲ難波駅、地下鉄四つ橋線 なんば駅 ３２番出口 徒歩５分
南海電鉄 なんば駅 西出口 徒歩５分
ＪＲ堺市駅 徒歩２分

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23 サンデンビル3F
兵庫県姫路市東延末1-5 姫路駅南タイホービル8Ｆ

078-754-8781
079-280-4149

ＪＲ三ノ宮駅 東口 徒歩１分
ＪＲ姫路駅 中央口 徒歩６分

毎月２～３回 月曜日、日曜日
毎月１回 水曜日、毎月１～２回 土曜日

兵庫県姫路市元塩町119 セントラル姫路ビル2F

079-289-3881

ＪＲ姫路駅 中央改札口 北へ徒歩10分

毎月2回 土曜日

奈良県奈良市二条町2-2-7 武田ビル2F

0742-32-2700

近鉄大和西大寺駅 北口 徒歩６分

毎月１回 土曜日

和歌山県和歌山市十番丁91 十番丁 センタービル7F

073-427-0170

ＪＲ和歌山駅より和歌山バス 公園前停留所 徒歩３分
南海電鉄和歌山市駅より和歌山バス 公園前停留所 徒歩３分
ＪＲ湖山駅 徒歩７分
ＪＲ松江駅 北口より松江市営バス 市役所前停留所 徒歩３分

毎月２回 日曜日

中巨摩郡
長野県

愛知県

大阪府

長野市
松本市

毎月２回 土曜日

毎月１回 土曜日
毎月１回 土曜日
毎月４回 土曜日
毎月２回 土曜日
毎月２回 土曜日
毎週２回 水曜日、土曜日、日曜日
毎月２～４回 土曜日
毎月２回 土曜日

毎月１回 土曜日
毎月２回 曜日不定
毎月４回 土曜日
毎月１回～２回 土曜日、日曜日
毎月１回 土曜日
毎週２回 火曜日、水曜日、木曜日、土曜日
毎月１２回 土曜日、日曜日

毎月２～４回 土曜日、日曜日
毎月６日 土曜日、日曜日

奈良県

奈良市

和歌山県

和歌山市

有限会社フューチャーコンピュータスクール 堺市
試験会場
株式会社ジョイナスカレッジ 三宮駅前試験会場
株式会社アイ・アイ・ピー金沢 姫路駅南口試験
会場
株式会社セントラルサクセス 姫路市民会館前試
験会場
株式会社アジア・ユナイテッド・コンピューティング
奈良試験会場
有限会社マインドアース 和歌山公園前試験会場

鳥取県
島根県

鳥取市
松江市

株式会社ナレッジサポート 鳥取試験会場
有限会社こまんど 松江試験会場

鳥取県鳥取市湖山町東5-206 花木ビル3F
島根県松江市苧町38

0857-30-2333
0852-55-2833

岡山県

岡山市
倉敷市

岡山県岡山市南区西市98-4
岡山県倉敷市白楽町105-6

086-246-2278
086-430-6166

広島県

広島市

広島県広島市南区京橋町1-3 赤心ビル3F

082-568-2346

山口県

防府市

ピコシステム株式会社 岡山西市試験会場
有限会社ＡＫＩ情報コンサルタント 倉敷中央試験
会場
有限会社システムサポートアンドコンサルティング
広島駅前試験会場
株式会社クラカズコミュニケーションズ 防府試験
会場
ITメガサポート合同会社 下関駅東口試験会場

毎月４回 火曜日、土曜日
毎月１回 水曜日
毎月２回 土曜日
ＪＲ備前西市駅 徒歩５分
毎月２～６回 土曜日、日曜日
ＪＲ倉敷駅よりバス 成人病センター行き 倉敷商工会館前停留所 徒 毎月１回 土曜日、日曜日
歩３分
ＪＲ広島駅 南口 徒歩４分
毎月８回 土曜日

山口県防府市下右田1022-2

0835-25-3138

ＪＲ防府駅より 防長バス 塚原停留所 徒歩１分

毎月４回 土曜日、日曜日

山口県下関市豊前田町3-2-7 下関第一ビル1F

083-249-6100

ＪＲ下関駅 東口 徒歩７分

毎月２回 土曜日、毎月２回 日曜日

兵庫県

神戸市
姫路市
姫路市

下関市
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毎月２回 日曜日

備考

都道府県
都市名
徳島県
徳島市
香川県
高松市

試験会場名
株式会社穴吹カレッジサービス 徳島試験会場
株式会社穴吹カレッジサービス 高松試験会場

愛媛県

学校法人河原学園 大原簿記公務員専門学校愛 愛媛県松山市三番町6-8-3
媛校 松山試験会場
学校法人河原学園 河原ITビジネス専門学校 新 愛媛県新居浜市坂井町1-9-23
居浜駅西試験会場
合同会社スクールデポ 高知朝倉試験会場
高知県高知市朝倉甲173-1

089-934-8822

092-982-4933
092-473-0517

北九州市

有限会社ＦＴＣ 博多駅前三丁目試験会場
福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-8 ダヴィンチ博多シティ4F
アクティブスキルサポート株式会社 博多駅博多 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル6F
口試験会場
合同会社アクティブスマイル 八幡西試験会場
福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎3-6-24 ハビタットiseigaoka2F

佐賀県
長崎県

久留米市
佐賀市
長崎市

有限会社ＦＴＣ 久留米東町試験会場
株式会社プライム 佐賀試験会場
企業組合ｅタウン 長崎公会堂前試験会場

福岡県久留米市東町40-8 第一石橋ビル4F
佐賀県佐賀市駅南本町5-5サンシャインM2F
長崎県長崎市魚の町6-4 呑田ビル3F

0942-65-3500
0952-27-0970
095-829-0031

熊本県

熊本市

有限会社システムランド 熊本試験会場

熊本県熊本市中央区紺屋今町1-5 熊本辛島公園ビル5F

096-212-6321

大分県
宮崎県

大分市
宮崎市

株式会社ドリサポ 大分駅前試験会場
有限会社システムランド 宮崎橘通試験会場

大分県大分市中央町1-1-20 キュウコウビル5F
宮崎県宮崎市橘通東3-1-47 宮崎プレジデントビル2F

097-529-7118
0985-61-3244

鹿児島県

鹿児島市

株式会社フォーエバー 鹿児島中央試験会場

鹿児島県鹿児島市中央町22-16 アエールプラザ4F

099-296-9118

沖縄県

奄美市
那覇市
石垣市

奄美高等学校 奄美試験会場
株式会社琉球新報開発 那覇港町試験会場
八重山商工高等学校 石垣試験会場

鹿児島県奄美市名瀬古田町1-1
沖縄県那覇市港町2-16-1 琉球新報開発ビル2F
沖縄県石垣市字真栄里180

0997-52-6121
098-988-0174
0980-82-3892

松山市
新居浜市

高知県

高知市

福岡県

福岡市
福岡市

住所
徳島県徳島市寺島本町東3-12-7 増田ビル3F
香川県高松市西の丸町14-10 穴吹パティシエ福祉カレッジ5F

電話番号
088-653-3179
087-823-0303

0897-34-9555
088-854-5561

093-602-8895
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会場アクセス
ＪＲ徳島駅 徒歩１分
ＪＲ高松駅 徒歩３分
高松琴平電気鉄道 高松築港駅 徒歩５分
伊予鉄道 松山市駅 徒歩６分
ＪＲ松山駅 徒歩１１分
ＪＲ新居浜駅 徒歩５分

基本開催スケジュール
毎月２回 土曜日
毎月１回 土曜日

とさでん交通路線バス 南はりまや橋停留所より乗車 柳田停留所
徒歩１分
土佐電鉄伊野線 曙町東町駅 徒歩１５分
ＪＲ朝倉駅 徒歩３０分
ＪＲ博多駅 博多口 徒歩７分
ＪＲ博多駅 博多口 徒歩2分
福岡市営地下鉄 博多駅 徒歩2分
ＪＲ本城駅 徒歩１７分
ＪＲ折尾駅より、北九州市営バス、西鉄バス 本城西団地停留所 徒歩
３分

毎月２～４回 土曜日、日曜日

西鉄 久留米駅 徒歩１分
ＪＲ佐賀駅 南口 徒歩８分
長崎電気軌道 公会堂前駅 徒歩2分
長崎バス、長崎県営バス 公会堂前停留所 徒歩1分
熊本市電 辛島町電停 徒歩２分
熊本交通センター(バスターミナル) 徒歩５分
ＪＲ大分駅 北口 徒歩３分
ＪＲ宮崎駅 徒歩１５分
ＪＲ宮崎駅より 路線バス 橘通３丁目停留所もしくは橘通２丁目停留
所 徒歩３分
ＪＲ鹿児島中央駅 東口 徒歩３分
鹿児島市電 鹿児島中央駅前 徒歩３分
道の島交通 奄美小学校前停留所 徒歩２分
ゆいレール安里駅より那覇バス ふ頭入口停留所 徒歩1分
東バス 真栄里公園停留所もしくは平得停留所 徒歩５分

毎月１回 土曜日又は日曜日
毎月６回 金曜日、土曜日
毎月２回 土曜日

毎月２回 土曜日
毎月１回 土曜日

毎月４回 土曜日、毎月２回 日曜日
毎月２～４回 土曜日、日曜日
毎月２回 第３土曜日

毎月６回 土曜日
毎月１～２回 曜日不定
毎月６回 土曜日
毎月２回 土曜日
毎年２～３回
毎月２回 土曜日
毎年２回

備考

