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東商検定　CBT試験会場（1級試験）

都道府県名 市区町村 試験会場名 住所 最寄り駅 エレベーター

北海道 札幌市 北農健保会館 札幌市中央区北4条西7丁目1番4 JR札幌駅から徒歩5分 あり

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 あり

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 なし（会場1階）

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 なし

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 なし

宮城県 仙台市 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仙台駅から徒歩５分 あり

秋田県 秋田市 アキタスクエア 秋田県秋田市中通４丁目１４−１６ アキタスクエアビル JR秋田駅から徒歩5分 あり

山形県 山形市 ナナビーンズ 5階会議室 山形県山形市七日町２丁目７−１０ ＪＲ山形駅東口から徒歩20分 あり

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 なし

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 なし（会場1階）

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 なし

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 なし

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 なし（会場1階）

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 なし

埼玉県 さいたま市 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 あり

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 なし（会場1階）

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 なし

千葉県 松戸市 ICTテストセンター 馬橋校 千葉県松戸市西馬橋蔵元町２１　小林ビル１０１ JR常磐線馬橋駅から徒歩2分 なし（会場1階）

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 なし

千葉県 習志野市 スタディPCネット 津田沼校 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 なし

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 あり

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 あり

神奈川県 横浜市 ＶＩＴ横浜関内駅前テストセンター 神奈川県横浜市中区不老町１－２－１　中央第六関内ビル２０１ JR京浜東北線関内駅から徒歩１分 あり

神奈川県 平塚市 NCC平塚第2テストセンター 神奈川県平塚市紅谷町11-14 片野屋ビル5階 JR東海道線平塚駅から徒歩3分 あり

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 小田急小田原線本厚木駅南口から徒歩4分 なし

新潟県 新潟市 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 なし（会場1階）

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 あり

新潟県 十日町市 十日町パソコンカレッジ 新潟県十日町市高田町６丁目６９１番地 イオン十日町店内 路線バス「妻有ショッピングセンター前」停留所から徒歩2分 なし（会場1階）

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 あり

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 なし

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 なし
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東商検定　CBT試験会場（1級試験）

都道府県名 市区町村 試験会場名 住所 最寄り駅 エレベーター

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 なし

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 なし

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 なし

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 なし（会場1階）

静岡県 静岡市 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 あり

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 あり

静岡県 浜松市 浜松駅南スルガビルテストセンター 静岡県浜松市中区砂山町３２８−１１ 4F 5号室 ハママツエキナンスルガビル JR浜松駅南口から徒歩3分 あり

愛知県 名古屋市 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 あり

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 なし（会場1階）

愛知県 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から徒歩1分 なし（会場1階）

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 なし

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 あり

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 なし

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 あり

京都府 京都市 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 あり

京都府 京都市 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 あり

大阪府 大阪市 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 あり

大阪府 大阪市 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 あり

大阪府 大阪市 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 なし（会場1階）

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 なし

兵庫県 神戸市 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 あり

兵庫県 神戸市 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 あり

兵庫県 神戸市 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 なし

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 あり

奈良県 奈良市 SOFARDパソコン教室 奈良県奈良市四条大路１－２２－１４ 四条大路一丁目東バス停から徒歩1分 なし（会場1階）

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 なし（会場1階）

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　 あり

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 あり

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 あり

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 なし

広島県 広島市 広島駅前テストセンター ４階会場 広島県広島市南区京橋町１－３赤心ビル４階 JR山陽本線広島駅から徒歩４分 あり
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東商検定　CBT試験会場（1級試験）

都道府県名 市区町村 試験会場名 住所 最寄り駅 エレベーター

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 なし（会場1階）

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 なし

徳島県 徳島市 徳島県立総合福祉センター 徳島市中昭和町１丁目２番地 JR阿波富田駅から徒歩6分 あり

香川県 高松市 プロム高松市駅前 香川県高松市常磐町１丁目３−１ ことでん琴平線・長尾線・志度線「瓦町駅」 下車 駅直結 あり

愛媛県 松山市 プロム松山市駅前 愛媛県松山市湊町４丁目11番地2 銀天街の中 徒歩2分 あり

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 なし（会場1階）

高知県 高知市 ちより街テラス 高知県高知市知寄町２丁目１−３７ とさでん交通　知寄町2丁目電停 徒歩1分 あり

福岡県 福岡市 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 あり

福岡県 福岡市 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 あり

福岡県 北九州市 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 なし

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 なし

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 あり

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 あり

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 あり

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 あり

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 あり

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 なし

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 なし

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 あり
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