
令和2年12月8日時点

都道府県 地域 都市 試験会場名

北海道 札幌 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 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 札幌市手稲区 キュリオステーション手稲前田店

北海道 旭川 旭川市 ＰＣカレッジメディア旭川校

北海道 釧路 釧路市 わくわくパソコン教室 新川校

北海道 函館 函館市 キャリアスタッフ研修センター

北海道 帯広 帯広市 ペガサス帯広テストセンター

宮城県 宮城 仙台市青葉区 ＪＣ－２１教育センター

群馬県 群馬 前橋市 フジコー株式会社ビーイング

群馬県 群馬 高崎市 GROW高崎テストセンター

埼玉県 埼玉 さいたま市大宮区 ウィザードCBTテストセンター

埼玉県 埼玉 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 埼玉 朝霞市 アイパソコンスクール朝霞教室

千葉県 千葉 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 松戸市 ICTテストセンター 馬橋校

千葉県 千葉 流山市 TOPパソコンスクール南流山校

東京都 東京 港区 田町テストセンター

東京都 東京 新宿区 新宿駅前テストセンター（新宿西口）

東京都 東京 新宿区 IT Cafe飯田橋テストセンター

東京都 東京 新宿区 JJS東京ラーニングセンター飯田橋会場

東京都 東京 新宿区 パソコンスクールＩＳＡ 新宿校

東京都 東京 渋谷区 渋谷テストセンター

東京都 東京 足立区 はぴねすパソコンスクール

東京都 東京 荒川区 西日暮里テストセンター

東京都 東京 世田谷区 スタディPCネット 明大前校

東京都 東京 練馬区 スタディPCネット練馬校

東京都 東京 品川区 スタディPCネット旗の台校

東京都 東京 町田市 町田ITテストセンター

東京都 東京 多摩市 スタディーPCネット聖蹟桜ケ丘校

神奈川県 神奈川 横浜市中区 ＶＩＴ横浜関内駅前テストセンター

神奈川県 神奈川 横浜市西区 ブレイクスルー 横浜テストセンター

神奈川県 神奈川 平塚市 平塚テストセンター

神奈川県 神奈川 横須賀市 パソコンスクール衣笠教室

神奈川県 神奈川 川崎市中原区 ブレイクスルー 武蔵小杉テストセンター

ＣＢＴ試験(旅客)会場一覧(今後変更することがあります。）



愛知県 愛知 名古屋市中村区 名駅テストセンター

愛知県 愛知 名古屋市熱田区 パソコンコミュニティ日比野教室

愛知県 愛知 名古屋市中区 株式会社サービスクリエイト

愛知県 愛知 一宮市 キュリオステーション一宮校

愛知県 愛知 瀬戸市 上島パソコンスクール

愛知県 愛知 豊橋市 豊橋テストセンター

愛知県 愛知 知多郡武豊町 アドバンスパソコン教室 武豊

愛知県 愛知 名古屋市東区 DIGIスクール テストセンター

京都府 京都 京都市中京区 烏丸御池テストセンター

京都府 京都 京都市右京区 モーリス京都テストセンター太秦校

大阪府 大阪 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 大阪市北区 PCカレッジ東梅田校

大阪府 大阪 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 大阪市北区 大阪パソコン教室 天六校

大阪府 大阪 堺市中区 アイシスパソコン教室

大阪府 大阪 東大阪市 アシストプラステストセンター

大阪府 大阪 岸和田市 PCポートキャリアカレッジ 東岸和田駅前校

大阪府 大阪 松原市 B&Bパソコンスクール

兵庫県 兵庫 神戸市中央区 神戸三宮テストセンター

兵庫県 兵庫 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 兵庫 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 兵庫 神戸市垂水区 ハロー！パソコン教室　垂水北校

兵庫県 兵庫 西脇市 パソコンじゅく西脇教室

兵庫県 兵庫 姫路市 たんぽぽパソコンスクール姫路本校

広島県 広島 広島市南区 広島駅前テストセンター ４階会場

広島県 広島 広島市安佐南区 パソコン教室パレハ 広島市中区紙屋町校

広島県 広島 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 福山市 マテリアル福山

福岡県 福岡 福岡市博多区 HAKATA LINKS 東光テストセンター

福岡県 福岡 福岡市中央区 福岡天神テストセンター

福岡県 福岡 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 北九州市八幡西区 八幡西テストセンター

福岡県 福岡 久留米市 キュリオステーション久留米店

福岡県 福岡 筑後市 パソコンスクールPCワークス

沖縄県 沖縄 那覇市 那覇テストセンター

沖縄県 沖縄 那覇市 尚学院国際ビジネスアカデミー

沖縄県 沖縄 石垣市 PC－ワールド石垣島会場


	旅客

