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東京商工会議所「東商検定」CBT試験会場 2023/4/19 更新

都道府県名 市区町村 試験会場名 住所 最寄り駅 MAP 駐車場 車イス受験

北海道 札幌市中央区 TAC札幌校テストセンター 北海道札幌市中央区北5西5-7 sapporo55 3F JR札幌駅西口から徒歩2分 https://goo.gl/maps/mfhvLaeyZSAB4YydA なし 不可

北海道 札幌市北区 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条ヨシヤビル4階 JR札幌駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/1abJRmNcfuCbVtT68 なし 不可

北海道 札幌市北区 札幌EZパソコンスクール＆テストセンター 北海道札幌市北区北２４条西５丁目１－１３ 加賀ビル１階 地下鉄南北線北２４条駅から徒歩３分 https://goo.gl/maps/mHyGLgWwWFyUhJrZA なし 不可

北海道 旭川市 ＰＣカレッジメディア旭川校 北海道旭川市4条17丁目 道広ビル5階 JR旭川四条駅から徒歩３分 https://goo.gl/maps/86Q88VtZM1pgaRzK7 なし 不可

北海道 釧路市 わくわくパソコン教室 新川校 北海道釧路市新川町14-5 12番文苑公住線（くしろバス）バス停[新川局]から徒歩0分 https://goo.gl/maps/Y2hqp6wZeP9cBL3k9 なし 不可

北海道 釧路市 釧路ワープロ学院 北海道釧路市中園町17-14 JR釧路駅から徒歩３0分 https://goo.gl/maps/FrfkdrTnhg4Ez3Uh9 なし 不可

北海道 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 JR線西帯広駅から徒歩１０分 https://goo.gl/maps/aqkUoVwbyNvYJb4J9 なし 不可

北海道 函館市 キャリアスタッフ研修センター 北海道函館市千歳町9番11号　千歳町ビル5F 函館バス新川駅から徒歩1分 https://goo.gl/maps/gZz3Ta5h23GGCAf29 なし 不可

青森県 青森市 パソコン教室なるほ堂 青森県青森市久須志3-19-10 2F1号 JR青森駅から徒歩20分／青森市営バス浪館通りバス停久須志３丁目徒歩1分 https://goo.gl/maps/fx9r4LZKjM9Lf64eA なし 不可

岩手県 盛岡市 イエス・ネットワークテスティングセンター盛岡大通校 岩手県盛岡市大通3丁目1番23号 JR盛岡駅から徒歩１０分 https://goo.gl/maps/y8GBfGmdfm5bMLpB6 なし 可能

宮城県 仙台市青葉区 TAC仙台校テストセンター 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 アエル25F JR仙台駅西口から徒歩3分 https://goo.gl/maps/GGnv35xZpASYeB9t5 なし 不可

宮城県 仙台市青葉区 ＪＣ－２１教育センター 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目3-1 JR仙台駅西口から徒歩６分 https://goo.gl/maps/FCxdL5LfKoHYv6fV6 なし 可能

秋田県 秋田市 アイネックストレーニングセンター 秋田県秋田市広面字鍋沼37 JR秋田駅東口から徒歩15分 https://goo.gl/maps/FZKfz2JiB9cev7ebA あり 不可

秋田県 横手市 かねきパソコン＆カルチャーくらぶ 秋田県横手市四日町2番17号 JR横手駅から徒歩15分 https://goo.gl/maps/hLqSELPPPu9DQyYD7 あり 不可

山形県 山形市 ITSパソコンスクール 山形県山形市双葉町2-1-1 JR山形駅から徒歩5分 https://goo.gl/maps/KmBV47s9gjE3cjsR8 なし 不可

福島県 郡山市 ウェッブストーリー郡山校テストセンター 福島県郡山市長者一丁目7番17号 さくらビル3階302-1号室 JR東北本線郡山駅西口から徒歩２０分／さくら循環など一本松バス停から徒歩１分 https://goo.gl/maps/ADYo7TqZXURMt6dW7 なし 不可

福島県 福島市 つながるIT教室 福島県福島市森合字北向１－８ 福島交通飯坂線美術館図書館駅から徒歩５分 https://g.page/tsunagaruit?share あり 可能

福島県 いわき市 ハロー！パソコン教室いわき平校 福島県いわき市平作町2丁目8-15 JR常磐線いわき駅から徒歩15分 https://goo.gl/maps/PHSRoGxr1qQtD7pK9 あり 不可

茨城県 水戸市 クリエートPCスクール 茨城県水戸市北見町8-12 JR水戸駅北口から徒歩１５分 https://goo.gl/maps/6tpewMbpcNZzYCfQ7 なし 不可

茨城県 つくば市 ハロー！パソコン教室 トナリエクレオつくば校 茨城県つくば市吾妻1丁目7-1 トナリエクレオ3階 TXつくば駅から徒歩5分 https://goo.gl/maps/yKPNEyo6jncUMsh76 あり 可能

茨城県 下妻市 ハロー！パソコン教室　イオンモール下妻校 茨城県下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻店1F 関東鉄道バス比毛 徒歩6分 https://goo.gl/maps/NWQUcn1Hqxx6FcB56 あり 可能

茨城県 土浦市 ハロー！パソコン教室　イオンモール土浦校 茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦店3F JR常磐線土浦駅 徒歩30分 https://goo.gl/maps/yWMReHJd9s2wRmDN9 あり 可能

栃木県 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日光線鶴田駅から徒歩8分 https://goo.gl/maps/DynxuHvdyKUcjsVXA あり 不可

栃木県 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自治医大駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/b4SDCG6L85UmWSti7 あり 不可

群馬県 高崎市 GROW高崎テストセンター 群馬県高崎市本町48 JR高崎線高崎駅から徒歩18分または信越線北高崎駅から徒歩14分 https://goo.gl/maps/oN1sHbKVYv4DgyuPA なし 不可

群馬県 前橋市 フジコー株式会社ビーイング 群馬県前橋市江田町111-2 JR上越線新前橋駅から徒歩１５分 https://goo.gl/maps/8uFALJWipDBrPJe6A あり 不可

埼玉県 さいたま市大宮区 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 JR大宮駅西口より徒歩5分 https://goo.gl/maps/kBNhd3BBAbZrbQRM7 なし 不可

埼玉県 さいたま市大宮区 パソコンスクールフェニックス大宮教室 埼玉県 さいたま市大宮区 大門町3-22-2 新栄ビル1号棟1階 JR大宮駅から徒歩５分 https://goo.gl/maps/CkQcDpjqEdWZy3i5A なし 不可

埼玉県 さいたま市大宮区 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 JR各大宮駅西口から徒歩４分 https://goo.gl/maps/Mo1JNDHnYTgrHm44A なし 可能

埼玉県 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 埼玉県越谷市千間台東1-9-5菅山ビル２Ｆ(本部) せんげん台駅東口から徒歩２分 https://goo.gl/maps/1Dyybe3PgW65CAyw5 なし 不可

埼玉県 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3F 東武線春日部駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/AiJrPvyw2Sfg8jg98 なし 不可

埼玉県 朝霞市 アイパソコンスクール朝霞教室 埼玉県朝霞市本町2-8-42 東武東上線朝霞駅から徒歩５分 https://goo.gl/maps/tCKtsfBHv3KbBtmUA なし 可能

千葉県 千葉市中央区 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　地下１階 ＪＲ千葉駅から徒歩６分 https://goo.gl/maps/m8SHHKye6T6Bu1Xo7 なし 不可

■備考（特記事項）

　・試験会場へお越しの際は、原則公共交通機関をご利用ください

　・車イスでのご受験や特別な配慮が必要な方は方は、ご予約前に一度コンタクトセンターへご連絡ください

　東京商工会議所 検定センター  050-3150-8559 （土日・祝休日・年末年始を除く10:00～18:00）
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東京商工会議所「東商検定」CBT試験会場 2023/4/19 更新

都道府県名 市区町村 試験会場名 住所 最寄り駅 MAP 駐車場 車イス受験

千葉県 習志野市 TAC津田沼校テストセンター 千葉県習志野市津田沼1-23-1 イオンモール津田沼３F JR津田沼駅北口から徒歩7分 https://goo.gl/maps/rpKzoztvJ7JXLcVe6 なし 不可

千葉県 習志野市 津田沼ITスクール 千葉県習志野市津田沼5-11-8 土屋ビル201 京成津田沼駅南口から徒歩2分 https://g.page/StudyPCNet-Tsudanuma?share なし 不可

千葉県 流山市 TOPパソコンスクール南流山校 千葉県流山市南流山1-7-2 サンハイツ南流山204 武蔵野線・つくばエキスプレス線南流山駅から徒歩１分 https://goo.gl/maps/3d2o2JjskdV53kf87 なし 不可

東京都 新宿区 IT Cafe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 JR総武線飯田橋駅東口から徒歩11分 https://goo.gl/maps/jRuazyLJSegVpFbe7 なし 不可

東京都 新宿区 新宿駅前テストセンター（新宿西口） 東京都新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル８階 JR新宿駅南口徒歩5分／都営新宿線・大江戸線新宿駅7番出口徒歩1分 https://goo.gl/maps/281MrgSNcAXBScTSA なし 可能

東京都 港区 田町テストセンター 東京都港区芝3-20-5　芝Ｉ・Ｙビル5F　 JR田町駅から徒歩８分 https://goo.gl/maps/A6TZeqaaXY42s8Sb6 なし 不可

東京都 荒川区 西日暮里テストセンター 東京都荒川区西日暮里4-1-20 西日暮里エーシービル５階 501（第1会場） JR線/地下鉄千代田線 西日暮里駅から徒歩1分 https://goo.gl/maps/w7dytZ8fZ2ccpnALA なし 不可

東京都 渋谷区 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5階B ＪＲ線渋谷駅から徒歩４分 https://goo.gl/maps/HbL9bKcqhQCYtuG19 なし 可能

東京都 千代田区 スタディPC.NET秋葉原末広町 東京都千代田区外神田5-6-14　秋葉原KDビル2F 地下鉄銀座線末広町駅２番出口から徒歩１分 https://g.page/anabatos?share なし 不可

東京都 渋谷区 TAC渋谷校 東京都渋谷区桜丘町31-15　ＪＭＦビル渋谷02　5F JR渋谷駅西口から徒歩7分 https://goo.gl/maps/gaNQzyvC61N66gC99 なし 不可

東京都 新宿区 TAC新宿校 東京都新宿区西新宿1-21-1　明宝ビル9Ｆ JR新宿駅南口から徒歩5分 https://goo.gl/maps/KhthJePdXoHXtLwF6 なし 不可

東京都 千代田区 TAC水道橋校テストセンター 東京都千代田区神田三崎町2-10-8 オリックス水道橋ビル JR水道橋駅東口から徒歩1分 https://goo.gl/maps/v6HTdYqMYAZKQDe57 なし 不可

東京都 豊島区 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 JR・私鉄・地下鉄池袋駅東口 徒歩3分 https://goo.gl/maps/zpmZvq85rvgHRiGX6 なし 不可

東京都 中央区 TAC八重洲校 東京都中央区京橋1-12-2 住友生命八重洲東ビル1F JR東京駅中央口から徒歩5分／日本橋駅B1出口から徒歩4分／京橋駅6番出口・宝町駅A6出口より徒歩3分 https://goo.gl/maps/SrBkTGz57MyZ2fkt8 なし 不可

東京都 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 JR立川駅北口から徒歩4分 https://goo.gl/maps/SHGBnjYHwznSXc129 なし 不可

東京都 町田市 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 小田急町田駅から徒歩1分 https://goo.gl/maps/ofieHNLf2dX3E7nW9 なし 不可

東京都 八王子市 TAC中大駅前校テストセンター 東京都八王子市東中野216-1 多摩モノレール中央大学・明星大学駅 徒歩2分 https://goo.gl/maps/5hKSUUrvumsGhm5MA なし 不可

東京都 多摩市 スタディーPCネット聖蹟桜ケ丘校 東京都多摩市関戸4-7-8　エフティープラザ201 京王線聖蹟桜ケ丘駅から徒歩4分 https://goo.gl/maps/DWjFwK3dmrd6qUf77 なし 不可

神奈川県 横浜市西区 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 JR・私鉄横浜駅東口 徒歩3分 https://goo.gl/maps/KZ7JzETgthQAYuCN7 なし 不可

神奈川県 横浜市西区 TAC日吉校 神奈川県横浜市港北区日吉本町１丁目５-２１ 東急東横線日吉駅西口より徒歩3分 https://goo.gl/maps/YmPVeKmBW9wnfgvG8 なし 不可

神奈川県 横浜市中区 ＶＩＴ横浜関内北口テストセンター 神奈川県横浜市中区羽衣町2-4-4 エバーズ第8関内ビル2階A-1 JR関内駅 徒歩4分 https://goo.gl/maps/TFiJxjbuVWTWtJfQ9 なし 不可

神奈川県 横浜市戸塚区 アルファコンピューター 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町118-2 中山NSビル6F JR戸塚駅西口から徒歩5分 https://goo.gl/maps/Rj96Z9YeUG2y9S4m8 なし 可能

神奈川県 平塚市 平塚テストセンター 神奈川県平塚市紅谷町14-21Tマリン湘南5階 JR東海道線平塚駅から徒歩3分 https://goo.gl/maps/zGmdxuLrf3coXaB47 なし 不可

神奈川県 厚木市 ＶＩＴ厚木テストセンター 神奈川県厚木市旭町1-22-20 ハラダ旭町ビル5階B 小田急小田原線本厚木駅南口から徒歩4分 https://goo.gl/maps/YaupiEQyrHM3zqJQ8 なし 可能

神奈川県 横須賀市 パソコンスクール衣笠教室 神奈川県横須賀市衣笠栄町2-13DPビル1Ｆ JR横須賀線衣笠駅から徒歩4分 https://goo.gl/maps/2h1kXpu98mTvus7KA なし 不可

新潟県 新潟市西区 パソコン教室ダイマック小新教室 新潟県新潟市西区小新大通2-3-20 JR寺尾駅からバス小新大通団地徒歩1分 https://goo.gl/maps/p4qKwdMbg67UXQaF9 なし 不可

新潟県 長岡市 パソコンスクールNET 新潟県長岡市台町1-8-18 カンコ-ビル3Ｆ JR長岡駅東口から徒歩1分 https://goo.gl/maps/uXi28usYsdddqzS7A なし 不可

富山県 富山市 テストセンター富山 富山県富山市新富町2-4-25 カーニープレイス富山5階 JR北陸本線富山駅から徒歩3分 https://goo.gl/maps/HUUx2LpCeemBc8wx9 なし 不可

石川県 金沢市 Ｌ＆Ｌコンピュータスクール金沢校 石川県金沢市米泉町7丁目28-1 JR北陸本線西金沢駅から徒歩3分 https://goo.gl/maps/NUzAMhBMytqT2Qi99 あり 不可

石川県 金沢市 株式会社アイ・アイ・ピー金沢　近岡校 テストセンター 石川県金沢市近岡町845-1　NET24　2F JR金沢駅西口から北鉄バス内灘駅行き近岡バス停降車徒歩2分 https://goo.gl/maps/Bkmum42chAqfL4SQA あり 可能

福井県 福井市 システムクリニック福井 福井県福井市豊島2丁目2-24 山内ビル2F JR福井駅から徒歩3分 https://goo.gl/maps/i44Jq7tFCTVduiu99 なし 可能

山梨県 甲府市 ＪＥＳパソコンスクール甲府 山梨県甲府市上今井町617-3 JR中央線甲府駅から路線バス甲府商業高校入口徒歩3分 https://goo.gl/maps/po8NdkqbXMHB5xT2A あり 不可

長野県 松本市 越田コンピュータ学院 長野県松本市清水2-1-8 JR松本駅からバス北市内線清水バス停から徒歩1分 https://goo.gl/maps/ADoRwB4RvLuTv5FEA あり 不可

■備考（特記事項）

　・試験会場へお越しの際は、原則公共交通機関をご利用ください

　・車イスでのご受験や特別な配慮が必要な方は方は、ご予約前に一度コンタクトセンターへご連絡ください

　東京商工会議所 検定センター  050-3150-8559 （土日・祝休日・年末年始を除く10:00～18:00）
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東京商工会議所「東商検定」CBT試験会場 2023/4/19 更新

都道府県名 市区町村 試験会場名 住所 最寄り駅 MAP 駐車場 車イス受験

長野県 長野市 ピュアテストセンター 長野県長野市稲葉920-7 JR長野駅から日赤経由松岡行きバス河原口下車徒歩3分 https://goo.gl/maps/D1HsDSuS7MxQVJw46 あり 不可

岐阜県 岐阜市 デジタルプラザ 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丁目18-1 コーポ入舟1F 名鉄各務原線田神駅から徒歩1分 https://goo.gl/maps/86r4kYhDY15DrbSR6 あり 可能

静岡県 静岡市駿河区 静岡駅南口試験会場 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 JR静岡駅南口から徒歩6分 https://goo.gl/maps/vdtgnyrh4LiSxpyx7 なし 不可

静岡県 沼津市 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 JR沼津駅から徒歩4分 https://goo.gl/maps/dyWP5JaHW7q4tFrL9 なし 不可

静岡県 浜松市 浜松駅西試験会場 静岡県浜松市中区平田町103　浜松ターミナルハイツ1F JR浜松駅から徒歩5分 https://goo.gl/maps/8Rk5UX66unmn5rqYA なし 不可

静岡県 駿東郡長泉町 タグパソコンスクール 静岡県駿東郡長泉町下土狩217-1 渡辺ビル102 東海道線三島駅北口から徒歩7分 https://goo.gl/maps/QjxN2UwyidfwZNq58 なし 不可

愛知県 名古屋市中村区 TAC名古屋校 愛知県名古屋市中村区則武1-1-7　NEWNO名古屋駅西7Ｆ JR名古屋駅太閤通口から徒歩5分 https://goo.gl/maps/t74NyDJWhPDKV7bH9 なし 不可

愛知県 名古屋市中村区 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 JR名古屋駅から徒歩5分 https://goo.gl/maps/Rsa7vNiTSgkmVrvS9 なし 可能

愛知県 名古屋市熱田区 金山駅南口テストセンター 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1-2-9 第17金山フクマルビル2F JR金山駅南口から徒歩7分 https://goo.gl/maps/z9vL8RjUty1no8dRA なし 不可

愛知県 一宮市 キュリオステーション一宮校 愛知県一宮市本町4-6-7　フォレス98 １F JR東海道線尾張一宮駅から徒歩8分 https://goo.gl/maps/5sBWdtaAf6RpGuNL7 あり 不可

愛知県 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飯田線　船町駅から徒歩5分 https://goo.gl/maps/4bGifcMNw8pfC44s9 なし 不可

愛知県 知多郡武豊町 アドバンスパソコン教室 武豊 愛知県知多郡武豊町道崎26-7葬儀の相談窓口ビル２Ｆ 名鉄河和線知多武豊駅から徒歩５分 https://goo.gl/maps/W5XqRxtkrzuvYjps5 なし 不可

三重県 津市 合同会社ＷＩＮＫＩＤＳ　津駅東口試験センター 三重県津市羽所町345　津駅前第一ビル6階 近鉄・JR津駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/K2Zq1HxM7VGyq8tP6 なし 不可

三重県 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 伊勢市駅、宮町駅、山田上口駅から徒歩10分 https://goo.gl/maps/raYP4Gwp4QMWPh3r5 なし 不可

三重県 桑名市 テックキャンパス桑名校 三重県桑名市参宮通 29番地　山本ビル1F 桑名駅JR口から徒歩5分 https://g.page/TechCa?share あり 可能

滋賀県 守山市 守山駅前テストセンター 滋賀県守山市梅田町2-1 セルバ守山202-A JR守山駅から徒歩1分 https://goo.gl/maps/PS96KE1ARtKsMPTi9 なし 不可

京都府 京都市中京区 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永和御池ビル10Ｆ 地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/sFTYjMy6L23MSBDN9 あり 可能

京都府 京都市中京区 四条烏丸テストセンター 京都府京都市中京区手洗水町670京都フクトクビル3F 阪急京都線烏丸駅･地下鉄烏丸線四条駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/NCDLgSKrMMqqhJqY9 なし 不可

京都府 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太秦安井奥畑町23 PLAZA NASA 1F 京都市営地下鉄東西線太秦天神川駅から徒歩7分 https://goo.gl/maps/dWZFzwJcQpJLHhu47 なし 不可

京都府 京都市下京区 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　JRE四条烏丸センタービル3F 地下鉄四条駅・阪急烏丸駅地下道3番出口より徒歩1分 https://goo.gl/maps/1PyY7evKjrYzCHix7 なし 不可

京都府 京都市伏見区 ハロー！パソコン教室　MOMOテラス校 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラス2F JR奈良線・京阪宇治線・京都市営地下鉄東西線　六地蔵駅徒歩7分 https://goo.gl/maps/7y4F3wCgaB2RuHCV6 あり 可能

京都府 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2F JR「福知山」駅北口より徒歩6分 https://goo.gl/maps/hghShcGWFGYV92ge9 なし 不可

大阪府 大阪市北区 PCカレッジ東梅田校 大阪府大阪市北区太融寺町5-13 東梅田パ-クビル2F 地下鉄谷町線 東梅田駅から徒歩5分 https://goo.gl/maps/ZgHGTYhJtimMEiXb6 なし 不可

大阪府 大阪市北区 大阪駅前テストセンター ４階会場 大阪府大阪市北区芝田２－６－３０　梅田清和ビル４階 地下鉄御堂筋線梅田駅北改札口から徒歩３分 https://goo.gl/maps/w5SZzNy6G3N6Ed2H8 なし 可能

大阪府 大阪市北区 エンカレッジ梅田テスティングセンター 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル3Ｆ 大阪市営地下鉄谷町線東梅田駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/QVLAjixVgp5auordA なし 不可

大阪府 大阪市北区 TAC梅田校テストセンター 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12　梅田センタービル4F 阪急・地下鉄御堂筋線梅田駅 6分 https://goo.gl/maps/DuAB5eQ2mDuuBgJP8 なし 不可

大阪府 大阪市中央区 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 地下鉄なんば駅25番出口すぐ https://goo.gl/maps/uNVr69CNicEWWzi69 なし 不可

大阪府 大阪市都島区 大阪京橋片町口テストセンター 大阪府大阪市都島区東野田町1-20-5 大阪京橋高橋ビルディング3F303号室 JR京橋駅から徒歩4分 https://goo.gl/maps/zmiUnTbDrkPLtY446 なし 不可

大阪府 大阪市阿倍野区 あべの天王寺テストセンター 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-37 東陽ビル5F JR「天王寺駅」より徒歩5分 https://goo.gl/maps/qaPoJCj2SBkXbYcJA なし 可能

大阪府 大阪市鶴見区 パソコンスクール カイカ  放出校 大阪府大阪市鶴見区放出東2-16-22春本ビル103号 JR放出駅から徒歩6分 https://goo.gl/maps/L3y8EsJTiCYi19is8 なし 可能

大阪府 大阪市北区 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 大阪市営地下鉄堺筋線天神橋6丁目駅から徒歩3分 https://goo.gl/maps/nR53Bjz1AFwrNqcPA なし 不可

大阪府 東大阪市 アシストプラステストセンター 大阪府東大阪市 足代2-1-21 宝商ビル3F 近鉄大阪線、奈良線布施駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/BeSMByQSPvQfkrkH9 なし 不可

兵庫県 神戸市中央区 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 JR三ノ宮駅・阪急神戸三宮駅から徒歩6分 https://goo.gl/maps/z5u6VfJ2o1p6BBRK7 なし 不可

■備考（特記事項）

　・試験会場へお越しの際は、原則公共交通機関をご利用ください

　・車イスでのご受験や特別な配慮が必要な方は方は、ご予約前に一度コンタクトセンターへご連絡ください

　東京商工会議所 検定センター  050-3150-8559 （土日・祝休日・年末年始を除く10:00～18:00）
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東京商工会議所「東商検定」CBT試験会場 2023/4/19 更新

都道府県名 市区町村 試験会場名 住所 最寄り駅 MAP 駐車場 車イス受験

兵庫県 神戸市中央区 ジョイナスカレッジ三宮駅前テストセンター 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23　サンデンビル3F JR線三ノ宮駅から徒歩1分 https://goo.gl/maps/5RpsS12dAFkN8x3K8 なし 可能

兵庫県 神戸市中央区 神戸三宮テストセンター 兵庫県神戸市中央区 磯辺通4-2-26 新芙蓉ビル９階 JR神戸線三ノ宮駅から徒歩８分 https://goo.gl/maps/ZXvjYy5B3tmZdzjH9 なし 可能

兵庫県 神戸市北区 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 神戸電鉄・三田線岡場駅から徒歩6分 https://goo.gl/maps/xKitj8CffuimUWLD8 あり 不可

奈良県 奈良市 近鉄奈良駅前テストセンター 奈良県奈良市西御門町２７−１奈良三和東洋ビル４階 近鉄奈良線奈良駅から徒歩３分 https://goo.gl/maps/Mn4wCNFjewdWKSyV7 なし 可能

和歌山県 和歌山市 フォレストパソコンスクール 和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1-47 和歌山バス河北中学校前停留所下車から徒歩1分 https://goo.gl/maps/r5b8V5WcDc8iPhAQ6 なし 不可

和歌山県 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 JR和歌山駅から路線バス、公園前バス停から徒歩3分　 https://goo.gl/maps/GtzE3onuiAHub7ad7 なし 可能

和歌山県 橋本市 ジェイ・アンド・エス 和歌山県橋本市市脇1-1-6　JA橋本支店ビル3階 JR和歌山線橋本駅から徒歩20分 https://goo.gl/maps/rF3jQJ1jDtiaGNKL7 あり 可能

鳥取県 鳥取市 ナレッジサポート 鳥取県鳥取市湖山町東5丁目206番地 花木ビル3F JR湖山駅から徒歩7分／岩吉バス停から徒歩4分 https://goo.gl/maps/E6hdrG55bV6u7QYU9 なし 不可

島根県 松江市 LEC松江殿町校 島根県松江市殿町517 アルファステイツ殿町2F 山路イングリッシュスクール JR松江駅から徒歩15分・バス5分 https://goo.gl/maps/52piHKYitGFk6twu5 なし 可能

岡山県 岡山市 駅前桃太郎テストセンター 岡山県岡山市北区本町6番30号 第一セントラルビル3号館3階 JR岡山駅から徒歩1分 https://goo.gl/maps/m2vY21a4BzKNbNbD6 なし 不可

岡山県 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 JR倉敷駅からバス（商工会館前、成人病センター前）下車徒歩2分 https://goo.gl/maps/qpamrrdvrPPgNGhg8 なし 不可

広島県 広島市中区 広島八丁堀テストセンター 広島県広島市中区八丁堀16-3 広島第一ビル 9F 広島電鉄「八丁堀」電停より徒歩1分 https://goo.gl/maps/BHFYM6MZ5U4eLozw5 なし 可能

広島県 広島市中区 TAC広島校テストセンター 広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル4F 広島電鉄紙屋町東電停の正面 https://goo.gl/maps/5e82B8APCJWMSbdR9 なし 不可

広島県 広島市安佐南区 ハロー広島緑井テストセンター 広島県広島市安佐南区緑井5-4-39 JR可部線七軒茶屋駅から徒歩4分緑井駅から徒歩10分 https://goo.gl/maps/ybteMK8VNjJeKcPs9 なし 不可

広島県 福山市 マテリアル福山 広島県福山市引野町1-14-34 サンオ-レ東福山102 JR山陽本線東福山駅から徒歩５分 https://goo.gl/maps/ve6Hzcr1jLfHX9WZ9 あり 不可

山口県 防府市 防府試験会場 山口県防府市戎町1-8-25 防府広総第3ビル JR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 https://goo.gl/maps/v9SBGBSjG1EDTmZ67 なし 可能

山口県 山口市 パソコン教室ＡＯＩ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 JR湯田温泉駅から徒歩25分 https://g.page/pcschoolaoiyamaguchikou?share なし 不可

山口県 宇部市 ハロー！パソコン教室　マックスバリュ恩田校 山口県宇部市神原町2丁目7-54 JR宇部線東新川駅徒歩10分 https://goo.gl/maps/MLyxQcDomNta4hpt8 あり 可能

山口県 下関市 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 JR山陽本線下関駅からバス１０分サンデン交通唐戸バス停徒歩１分 https://goo.gl/maps/arGnJk8vWmPPkTY66 なし 不可

徳島県 徳島市 PCカレッジジョイメイト徳島校 徳島県徳島市沖浜1-9-2ナチュラルビル2F 阿波室戸シーサイドライン二軒屋駅から徒歩約10分 https://goo.gl/maps/92DDgx41Qw5eKcfJ9 あり 不可

香川県 高松市 ハロー！パソコン教室太田校 香川県高松市太田上町898-1 琴平電鉄線 太田駅から徒歩５分 https://goo.gl/maps/1HTCABBiT4ZWMHFD8 なし 不可

愛媛県 宇和島市 みんなのパソコン教室宇和島テストセンター 愛媛県宇和島市中央町1-7-24 JR宇和島駅から徒歩10分 https://goo.gl/maps/gXrN56upH25jHd7y7 あり 可能

愛媛県 松山市 ハロー！パソコン教室　ジョー・プラ南松山校 愛媛県松山市朝生田町5丁目1-25　ジョー・プラ２Ｆ 伊予鉄横河原線いよ立花駅から徒歩１５分 https://goo.gl/maps/yGafJC4JZKgyjoH8A あり 可能

高知県 高知市 ハロー！パソコン教室　フジグラン高知校 高知県高知市朝倉東町52-15　フジグラン高知店２Ｆ とさでん交通神田縄駅から徒歩５分 https://goo.gl/maps/k5zbW6ZDfF6Qvp8k7 あり 可能

福岡県 福岡市中央区 TAC福岡校テストセンター 福岡県福岡市中央区天神1-15-6 綾杉ビル2F 地下鉄天神駅東口改札から16番出口すぐ https://goo.gl/maps/aK3GPE9JkNf8LU4a6 なし 不可

福岡県 福岡市中央区 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 福岡市営地下鉄空港線赤坂駅から徒歩3分 https://goo.gl/maps/eZx8bBFPQEtnSLs59 なし 可能

福岡県 福岡市中央区 ふくおか天神ITOテストセンター 福岡県福岡市中央区天神2-14-38 伊藤ビル2F 地下鉄天神駅4番出口から徒歩1分 https://goo.gl/maps/P2W51HntFWP9D9xTA なし 不可

福岡県 福岡市博多区 HAKATA LINKS 東光テストセンター 福岡県福岡市博多区東光1丁目2-8　内山東光ビル202 JR博多駅筑紫口から徒歩8分 https://goo.gl/maps/JFvSwtuWg8DsuNqx7 なし 不可

福岡県 福岡市博多区 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 JR博多駅博多口から徒歩5分 https://goo.gl/maps/Qf6vBPHaJDH2xrF8A なし 可能

福岡県 福岡市博多区 ハロー！パソコン教室　博多マルイ校 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ7F JR鹿児島本線　博多駅　博多口 2分 https://goo.gl/maps/mD21JeuxzPcZRprc9 あり 可能

福岡県 福岡市東区 アポロパソコンスクール香椎駅前テストセンター 福岡県福岡市東区香椎駅前1-8-14 JR鹿児島本線香椎駅から徒歩１分 https://g.page/apollofukuoka?share なし 不可

福岡県 久留米市 キュリオステーション久留米店 福岡県久留米市諏訪野町2355-1 第15上野ビル2F 西鉄天神大牟田線久留米駅から徒歩20分 https://goo.gl/maps/Mose6KMPQgENMK1R9 なし 不可

福岡県 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 JR鹿児島本線千鳥駅から徒歩14分 https://goo.gl/maps/nd4Kb1vg9nQVLc5V8 なし 不可

■備考（特記事項）

　・試験会場へお越しの際は、原則公共交通機関をご利用ください

　・車イスでのご受験や特別な配慮が必要な方は方は、ご予約前に一度コンタクトセンターへご連絡ください

　東京商工会議所 検定センター  050-3150-8559 （土日・祝休日・年末年始を除く10:00～18:00）
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東京商工会議所「東商検定」CBT試験会場 2023/4/19 更新

都道府県名 市区町村 試験会場名 住所 最寄り駅 MAP 駐車場 車イス受験

福岡県 大牟田市 大牟田ビジネススクールLink to Link 福岡県大牟田市有明町2-1-11 JR鹿児島本線「大牟田」駅より徒歩２分 https://goo.gl/maps/kkDMp4W8d5kMkigr6 なし 可能

福岡県 飯塚市 新飯塚駅前テストセンター 福岡県飯塚市新飯塚7-25-2F JR筑豊本線 新飯塚駅より徒歩5分 https://goo.gl/maps/vgjcGpGLBvxna4bC9 なし 不可

福岡県 福津市 ハロー！パソコン教室　イオンモール福津校 福岡県福津市日蒔野6丁目16-1 イオンモール福津店3F JR福間駅・JR鹿児島本線・さいごう口（東口） 20分 https://goo.gl/maps/MiC4ePWXELUTyyn1A あり 可能

福岡県 北九州市八幡西区 黒崎駅前ビジネススクールLink to Link 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 JR鹿児島本線「黒崎」駅より徒歩3分 https://goo.gl/maps/Wj19STGfipM8jZeF8 なし 不可

佐賀県 佐賀市 プライムテストセンター 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャイン日之出 207号 JR佐賀駅南口から徒歩8分 https://goo.gl/maps/ytPZ3MzZ2zBu5K1UA なし 可能

長崎県 長崎市 minatoコワーキングスペース 長崎県長崎市大黒町10-10 KoKoRoビル6階 JR長崎駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/Auq97Zsb7VAzvzNu6 なし 不可

熊本県 熊本市 パソコンスクールシステムランド熊本校 熊本県熊本市中央区紺屋今町1-5 熊本辛島公園ビル5Ｆ 市電辛島公園駅から徒歩2分 https://goo.gl/maps/CyU9DVzH779FJ4FU7 なし 可能

大分県 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大分駅からバス10分 https://goo.gl/maps/KdLJBDYH77xWrPPa6 あり 可能

宮崎県 宮崎市 パソコンスクールシステムランド宮崎校 宮崎県宮崎市橘通東3-1-47 宮崎プレジデントビル2F JR日豊本線宮崎駅から徒歩15分 https://goo.gl/maps/oX3i8e7WfWgN6vng7 なし 可能

鹿児島県 鹿児島市 アィティシステム 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目8番25号 市電騎射場電停から徒歩5分 https://goo.gl/maps/RKayGPutUBt1Xofu5 なし 不可

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島西田橋西口テストセンター 鹿児島県鹿児島市西田1-15-9 下野ビル2F JR線鹿児島中央駅から徒歩約10分 https://goo.gl/maps/pi8h2gGqiaETAGmJ9 なし 不可

沖縄県 那覇市 尚学院テストセンター 沖縄県那覇市泊2丁目16番地の3 沖縄尚学院別館４０５教室 美栄橋線駅から徒歩10分 https://g.page/SIBAShogakuin?share なし 不可

沖縄県 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６階 ゆいレール県庁前駅から 徒歩４分 https://goo.gl/maps/CKgsR8bfxz8DEuPw8 なし 可能

■備考（特記事項）

　・試験会場へお越しの際は、原則公共交通機関をご利用ください

　・車イスでのご受験や特別な配慮が必要な方は方は、ご予約前に一度コンタクトセンターへご連絡ください

　東京商工会議所 検定センター  050-3150-8559 （土日・祝休日・年末年始を除く10:00～18:00）


