
健検CBT　第17回検定　CBT試験会場一覧（予定） 2023年1月16日現在

No 都道府県 都市 住所 試験会場名

1 北海道 札幌市北区 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 イーエデュケーションズ　札幌テスティングセンター
2 北海道 旭川市 北海道旭川市4条17丁目　道広ビル5階 ＰＣカレッジメディア旭川校
3 北海道 札幌市北区 北海道札幌市北区北２４条西５丁目１－１３　加賀ビル１階 札幌EZパソコンスクール＆テストセンター
4 北海道 函館市 北海道函館市千歳町9-11　千歳町ビル5F キャリアスタッフ研修センター
5 北海道 帯広市 北海道帯広市西２３条南２丁目１１－５１ ペガサス帯広テストセンター
6 青森県 青森市 青森県青森市久須志3-19-10　2F1号 パソコン教室なるほ堂
7 岩手県 盛岡市 岩手県盛岡市大通3丁目1番23号　クリエイトビル1F イエス・ネットワークテスティングセンター盛岡大通校
8 岩手県 一関市 岩手県一関市城内2-13 ハロー!パソコン教室 一関校
9 宮城県 仙台市青葉区 宮城県仙台市青葉区花京院１丁目３番１号 ＪＣ－２１教育センター

10 宮城県 仙台市 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15ソララプラザ6F TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口(ミーティングルーム6G)
11 秋田県 秋田市 秋田県秋田市広面字鍋沼37 アイネックストレーニングセンター
12 秋田県 北秋田市 秋田県北秋田市鷹巣字東上綱27-2 みくにコンピュータースクール北秋田テストセンター
13 秋田県 大館市 秋田県大館市向町31番地1　秋鶴ビル2Ｆ みくにコンピュータースクール大館テストセンター
14 山形県 山形市 山形県山形市双葉町2-1-1 ITSパソコンスクール
15 山形県 山形市 山形県山形市城南町１丁目16-16 富士通オープンカレッジ山形校テストセンター
16 山形県 東根市 山形県東根市小林1丁目2-41 富士通オープンカレッジ東根校テストセンター
17 山形県 鶴岡市 山形県鶴岡市山王町11-17荘内寿ビル　２階 富士通オープンカレッジ鶴岡校テストセンター
18 福島県 郡山市 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 ウェッブストーリー郡山校テストセンター
19 福島県 いわき市 福島県いわき市平字作町2丁目8-15 ハロー!パソコン教室いわき平校
20 福島県 福島市 福島県福島市森合字北向１－８ つながるIT教室
21 茨城県 水戸市 茨城県水戸市北見町８－１２ クリエートPCスクール
22 栃木県 宇都宮市 栃木県宇都宮市鶴田町3336-18 エヌシーエス宇都宮テストセンター
23 栃木県 宇都宮市 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-4　アパホテル〈宇都宮駅前〉9F ＴKPガーデンシティ宇都宮（ルーム名:オリオン）
24 群馬県 高崎市 群馬県高崎市本町48　フレックス2F GROW高崎テストセンター
25 群馬県 高崎市 群馬県高崎市あら町206　高崎あら町センタービル6階 高崎あら町テストセンター
26 埼玉県 朝霞市 埼玉県朝霞市本町2-8-42 アイパソコンスクール朝霞教室
27 埼玉県 さいたま市大宮区 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 大宮駅前テストセンター
28 埼玉県 富士見市 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 パソコンスクールステップみずほ台テストセンター
29 千葉県 流山市 千葉県流山市南流山1-7-2　サンハイツ南流山204 TOPパソコンスクール南流山校
30 千葉県 千葉市中央区 千葉県千葉市中央区富士見１－１４－１３　千葉大栄ビル 千葉駅前大通りテストセンター
31 千葉県 松戸市 千葉県松戸市西馬橋蔵元町２１　小林ビル１０１ ICTテストセンター 馬橋校
32 東京都 港区 東京都港区芝3-20-5　芝ＩＹビル5Ｆ 田町テストセンター
33 東京都 多摩市 東京都多摩市関戸4-7-8　エフティープラザ201 スタディーPCネット聖蹟桜ケ丘校
34 東京都 新宿区 東京都新宿区新小川町7-17　飯田橋三幸ビル３Ｆ IT Cafe飯田橋テストセンター
35 東京都 練馬区 東京都練馬区練馬1丁目2-2　八百弘ビル３F スタディPCネット練馬校
36 東京都 品川区 東京都品川区旗の台4-7-7 スタディPCネット旗の台校
37 東京都 新宿区 東京都新宿区西新宿1-14-11　Daiwa西新宿ビル８階 新宿駅前テストセンター（新宿西口）
38 東京都 新宿区 東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル46階 ANES新宿センタービルテストセンター
39 神奈川県 平塚市 神奈川県平塚市紅谷町14-21　Tマリン湘南5階 平塚テストセンター
40 神奈川県 横浜市 神奈川県横浜市西区南幸2-19-9TKP横浜ビル（旧 横浜MKビル）6F TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口(カンファレンスルーム6C)
41 新潟県 ⾧岡市 新潟県⾧岡市台町1-8-18　カンコービル３F パソコンスクールNET
42 新潟県 新潟市西区 新潟県新潟市西区小新大通2-3-20 パソコン教室ダイマック小新教室
43 富山県 富山市 富山県富山市新富町2-4-25　カーニープレイス富山5階 テストセンター富山
44 石川県 金沢市 石川県金沢市近岡町845-1　NET24　2F 株式会社アイ・アイ・ピー金沢　近岡校 テストセンター
45 石川県 金沢市 石川県金沢市米泉町７丁目２８－１ Ｌ＆Ｌコンピュータスクール金沢校
46 石川県 金沢市 石川県金沢市尾張町町１－１１－６ サウザン金沢尾張町校
47 福井県 福井市 福井県福井市豊島２丁目2-24 システムクリニック福井
48 福井県 福井市 福井県福井市日之出4-1-6 アイビーエージェント株式会社 教育センター
49 山梨県 甲府市 山梨県甲府市上今井町617-3 ＪＥＳパソコンスクール甲府
50 ⾧野県 松本市 ⾧野県松本市清水2-1-8 越田コンピュータ学院
51 ⾧野県 ⾧野市 ⾧野県⾧野市稲葉920-7 ピュアテストセンター
52 岐阜県 岐阜市 岐阜県岐阜市入舟町1丁目18-1　コーポ入舟1F 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
53 静岡県 駿東郡⾧泉町 静岡県駿東郡⾧泉町下土狩217-1　渡辺ビル102 タグパソコンスクール
54 静岡県 沼津市 静岡県沼津市大手町5-7-1　モラーダⅠ 3階中側 ＶＩＴ沼津駅南口テストセンター
55 静岡県 静岡市 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 静岡駅南口試験会場
56 静岡県 浜松市 静岡県浜松市中区砂山町328－11　ハママツエキナンスルガビル ４F-5 浜松駅南スルガビル テストセンター
57 愛知県 名古屋市名東区 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目53　LOTUS202 DIGIスクール テストセンター
58 愛知県 瀬戸市 愛知県瀬戸市田中町31番地 上島パソコンスクール
59 愛知県 一宮市 愛知県一宮市本町4-6-7　フォレス98 １F キュリオステーション一宮校
60 愛知県 豊橋市 愛知県豊橋市北島町字北島167-3 豊橋テストセンター
61 愛知県 名古屋市熱田区 愛知県名古屋市熱田区比々野町７２ パソコンコミュニティ日比野教室
62 愛知県 知多郡武豊町 愛知県知多郡武豊町道崎26-7　葬儀の相談窓口ビル２Ｆ アドバンスパソコン教室 武豊
63 愛知県 名古屋市中村区 愛知県名古屋市中村区名駅3-13-24　第一はせ川ビル4F 名駅テストセンター
64 三重県 伊勢市 三重県伊勢市八日市場町10-20 マテリアル伊勢テストセンター
65 滋賀県 大津市 滋賀県大津市月輪1-3-8　アル・プラザ瀬田店4F パソコン教室わかるとできるアル・プラザ瀬田校
66 滋賀県 守山市 滋賀県守山市梅田町2-1　セルバ守山　202-A 守山駅前会場
67 京都府 京都市中京区 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 烏丸御池テストセンター
68 京都府 京都市 京都府京都市下京区立売中之町100-1　四条KMビル8F TKP京都四条駅前カンファレンスセンター
69 大阪府 大阪市北区 大阪府大阪市北区太融寺町5-13　東梅田パークビル2F PCカレッジ東梅田校
70 大阪府 大阪市 大阪府大阪市北区浪花町5-3　ムラタビル102 大阪パソコン教室 天六校
71 大阪府 大阪市北区 大阪府大阪市北区芝田２－６－３０　梅田清和ビル４階 大阪駅前テストセンター ４階会場
72 大阪府 吹田市 大阪府吹田市豊津町9-15　日本興業ビル5階 江坂ビジネスセンター
73 兵庫県 姫路市 兵庫県姫路市東辻井3丁目3-21 たんぽぽパソコンスクール姫路本校
74 兵庫県 神戸市 兵庫県神戸市北区藤原台中町2-4-7 キャリアスクールあすか神戸テストセンター
75 奈良県 奈良市 奈良県奈良市西御門町２７－１　奈良三和東洋ビル４階 近鉄奈良駅前テストセンター
76 奈良県 奈良市 奈良県奈良市四条大路１－２２－１４ SOFARDパソコン教室
77 和歌山県 和歌山市 和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1-47 フォレストパソコンスクール
78 和歌山県 和歌山市 和歌山県和歌山市十番丁91　十番丁センタービル7F 和歌山十番丁テストセンター
79 鳥取県 鳥取市 鳥取県鳥取市湖山町東5丁目206番地　花木ビル3F ナレッジサポート
80 鳥取県 境港市 鳥取県境港市明治町18-1　明治町ビル 米子情報処理センター
81 鳥取県 倉吉市 鳥取県倉吉市山根540-6 パープルビル2（4F） 倉吉ほうきテストセンター
82 島根県 松江市 島根県松江市殿町517　アルファステイツ殿町2F LEC松江殿町校
83 岡山県 倉敷市 岡山県倉敷市白楽町105-6 スクールAKIJOHO倉敷中央テストセンター
84 岡山県 岡山市 岡山県岡山市北区中山下1-8-45　NTTクレド岡山ビル4F TKPガーデンシティ岡山(ミーティングルーム4F)
85 広島県 広島市安佐南区 広島県広島市安佐南区緑井5-4-39 ハロー広島緑井テストセンター
86 広島県 広島市 広島県広島市南区大須賀町13-9ベルヴュオフィス広島５F TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前(ミーティングルーム5C)
87 山口県 下関市 山口県下関市唐戸町３－８　三共ビル３０１ 山口下関唐戸テストセンター
88 山口県 山口市 山口県山口市中河原町2丁目14　開作ビル202 山口パソコン教室テストセンター
89 徳島県 徳島市 徳島県徳島市沖浜1-9-2　ナチュラルビル2F PCカレッジジョイメイト徳島校
90 徳島県 徳島市 徳島県徳島市寺島本町西2丁目35-8四国大学交流プラザ４F 四国大学交流プラザ　第2セミナー室
91 香川県 高松市 香川県高松市太田上町898-1 ハロー!パソコン教室太田校
92 香川県 高松市 香川県高松市錦町1-22-23 穴吹医療大学校（302＋303 教室）
93 愛媛県 松山市 愛媛県松山市朝生田町5丁目1-25　ジョー・プラ２Ｆ ハロー!パソコン教室　ジョー・プラ南松山校
94 愛媛県 松山市 愛媛県松山市三番町4丁目3-9香川ビル4Ｆ アルゴ・コンピュータスクール
95 高知県 高知市 高知県高知市朝倉東町52-15　フジグラン高知店２Ｆ ハロー!パソコン教室　フジグラン高知校
96 福岡県 福岡市 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目8-14　エポックビル5F アポロパソコンスクール香椎駅前テストセンター
97 福岡県 福岡市博多区 福岡県福岡市博多区東光1丁目2-8　内山東光ビル202 HAKATA LINKS 東光テストセンター
98 福岡県 福岡市 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 福岡看護医療予備校博多駅前校テストセンター
99 福岡県 古賀市 福岡県古賀市舞の里3-4-5　トライズビル２　２・３階 福岡国際高等学院

100 福岡県 飯塚市 福岡県飯塚市新飯塚7-25-2Ｆ 新飯塚駅前テストセンター
101 佐賀県 佐賀市 佐賀県佐賀市駅南本町5-5　サンシャイン日之出 207号 プライムテストセンター
102 ⾧崎県 佐世保市 ⾧崎県佐世保市常盤町7-14　フレスコ森田ビル3階 SASEBO LINKS 佐世保テストセンター
103 ⾧崎県 ⾧崎市 ⾧崎県⾧崎市大黒町10-10　KoKoRoビル6階 minatoコワーキングスペース
104 熊本県 熊本市 熊本県熊本市紺屋今町1-5　熊本辛島公園ビル5F パソコンスクールシステムランド熊本校
105 熊本県 熊本市 熊本県熊本市中央区水道町9-29　フォレストビル水道町 TAC 熊本校
106 大分県 大分市 大分県大分市王子北町5-9　フレスポ春日浦2F ハロー!パソコン教室　フレスポ春日浦校
107 宮崎県 宮崎市 宮崎県宮崎市橘通東5-4-8　岩切第2ビル2F パソコンスクール　モノリス宮崎
108 宮崎県 宮崎市 宮崎県宮崎市橘通東3丁目1番　47号宮崎プレジデントビル2F パソコンスクールシステムランド宮崎校
109 宮崎県 延岡市 宮崎県延岡市祇園町2-5-2 延岡祇園会場
110 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目8番25号 アィティシステム
111 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県鹿児島市西田1-15-9　下野ビル２F 鹿児島西田橋西口テストセンター
112 沖縄県 那覇市 沖縄県那覇市久茂地１－４－９　アイキャンビル６階 那覇テストセンター


