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北海道

札幌市

イーエデュケーションズ札幌テスティングセンター

東京都

港区 マテリアル田町PC教室＆テストセンター

大阪府

堺市 ヴィーナスパソコン教室イオン新金岡テストセンター

BeFriendsパソコンスクール札幌テストセンター 荒川区 西日暮里テストセンター 守口市 セルモ守口大久保町教室テストセンター

パルティステスティングセンター（時計台本校）
世田谷区

オリーブパソコンスクール世田谷上町テストセンター
豊中市

パソコンジムトヨナカテストセンター

SAPパソコンアカデミー札幌テストセンター 明大前テストセンター 豊中上野テストセンター

札幌ＥＺパソコンスクール＆テストセンター 豊島区 iSERVE池袋東口テストセンター 岸和田市 東岸和田駅前テストセンター

旭川市
PCカレッジメディア旭川校 杉並区 上井草テストセンター 東大阪市 布施駅前パソコンスクールアシストプラス宝商ビルテストセンター

ネクストステップ旭川中央テストセンター 大田区 パソコンスクールスキップ梅屋敷教室テストセンター

兵庫県

神戸市

ハロー！垂水北テストセンター

釧路市 釧路ワープロ学院テストセンター 練馬区 スタディPCネット練馬校テストセンター パソコン名谷教室テストセンター

北見市 ハロー！ＩＹ北見校テストセンター 足立区 はぴねすパソコンスクール竹ノ塚テストセンター キャリアスクールあすか神戸テストセンター

帯広市 ペガサス帯広テストセンター 目黒区 パソコンスクールスキップ武蔵小山テストセンター 神戸三宮テストセンター

函館市

函館本町テストセンター 葛飾区 新小岩駅前パソコンスクールテストセンター 芦屋市 パソコンくらぶチャレンジ芦屋教室テストセンター

キャリアスタッフ研修センター(函館テストセンター) 江戸川区 都営新宿線セルモ一之江教室テストセンター 姫路市 姫路市民会館前テストセンター

ハロー！ＩＹ函館校テストセンター 東村山市 JOYパソコンスクール八坂校テストセンター 西脇市 パソコンじゅく西脇教室テストセンター

滝川市 滝川テストセンター
立川市

JOYパソコンスクール西国立校テストセンター 尼崎市 尼崎市中小企業センターパソコン教室テストセンター

稚内市 ビーエスネットワーク稚内テストセンター TAC立川校テストセンター 洲本市 KCCキャリアサポート洲本テストセンター

室蘭市 テレマック室蘭テストセンター 国分寺市 JOYパソコンスクール恋ヶ窪校テストセンター 南あわじ市 APCパソコンスクール淡路テストセンター

青森県

青森市

ビーウエーブ（なるほ堂）青森テストセンター 小金井市 JOYパソコンスクール武蔵小金井校テストセンター

奈良県

奈良市 近鉄奈良駅前テストセンター

ハロー！IY青森校テストセンター
町田市

TAC町田校テストセンター 磯城郡 TOWN光パソコンスクール田原本（寺子屋）テストセンター

キャリアスクール・ソフトキャンパス青森校 ハロー！西友町田校テストセンター 桜井市 OAルームビギン桜井テストセンター

八戸市 ハロー！パソコン教室イトーヨーカドー八戸沼館校テストセンター 多摩市 スタディPCネット聖蹟桜ヶ丘校テストセンター
和歌山

和歌山市 和歌山十番丁テストセンター

弘前市 ハロー！ＩＹ弘前校テストセンター

神奈川

川崎市 武蔵小杉テストセンター 田辺市 情報交流センターBig・U 田辺テストセンター

岩手県
盛岡市

ＩＳＣ盛岡テストセンター 鎌倉市 コンサポート大船教室テストセンター

鳥取県
鳥取市

ナレッジサポート鳥取テストセンター

イエス盛岡大通校テストセンター 平塚市 平塚テストセンター ゆっくりやさしくパソコン教室鳥取駅南教室テストセンター

一関市 ハロー！パソコン教室一関校テストセンター
横浜市西区

横浜テストセンター 境港市 米子情報処理テストセンター

宮城県 仙台市

ＪＣ-２１教育センター 横浜駅西口テストセンター
島根県

益田市 ソコロシステムズ 益田テストセンター

富士通オープンカレッジ仙台長町校テストセンター 横浜市中区 VIT横浜関内駅前テストセンター 松江市 LEC松江殿町校テストセンター

パソコンスクールリンク北仙台テストセンター 横浜市鶴見区 セルモ東寺尾教室テストセンター

岡山県

倉敷市 スクールAKIJOHO倉敷中央テストセンター

仙台一番町テストセンター 横須賀市 パソコンスクール衣笠教室テストセンター
岡山市

ソフトプレビュー岡山上中野テストセンター

早稲田教育ゼミナール仙台宮町校テストセンター

新潟県

新潟市
新潟中央区テストセンター ハロー！パソコン教室セントラル岡山駅前校テストセンター

秋田県

秋田市 ＯＡステーション秋田テストセンター 新潟西テストセンター（小新IC） 津山市 PCらいふパソコンスクール津山校テストセンター

大仙市 ＯＡステーション大曲テストセンター 佐渡市 佐渡テストセンター

広島県
広島市

広島中央緑井テストセンター（旧ハロー！パソコン教室緑井校）

湯沢市 ＯＡステーション湯沢テストセンター 長岡市 パソコンスクールＮＥＴ長岡テストセンター ビアンパソコン学院京橋町テストセンター

山形県

山形市

ITSパソコンスクール山形テストセンター 柏崎市 カシックス柏崎テストセンター 広島駅前テストセンター

富士通オープンカレッジ山形校テストセンター

富山県

富山市 クレッセント富山駅前テストセンター ハロー！パソコン教室ゆめタウン広島校テストセンター

セルモ山形南教室テストセンター 中新川郡 ステップアップ上市オフィステストセンター 福山市 マテリアル福山テストセンター

鶴岡市 富士通オープンカレッジ鶴岡校テストセンター 高岡市 高岡テストセンター

山口県

山口市
パソコン教室AOI山口テストセンター

米沢市 UTパソコンスクール米沢テストセンター

石川県
金沢市

L&Lコンピュータスクール金沢校 山口パソコン教室テストセンター

福島県

いわき市 ハロー！いわき平テストセンター アイ・アイ・ピー金沢 近岡テストセンター 岩国市 ハロー！パソコン教室フジグラン岩国校テストセンター

郡山市 ウエッブストーリー郡山校テストセンター キュリオステーション金沢尾張町校テストセンター 下関市 下関駅東口テストセンター

南相馬市 ソフトパレット南相馬テストセンター 金沢南町テストセンター 防府市 クラカズコミュニケーションズ防府テストセンター

郡山市 カルチャーコミュニケーション郡山テストセンター かほく市 ハロー！パソコン教室イオンモールかほく校テストセンター
徳島県 徳島市

PCカレッジジョイメイト徳島校テストセンター

福島市
ITスクールユアPC 福島五月町テストセンター 福井県 福井市 システムクリニック福井テストセンター 徳島ルビーパソコン教室テストセンター

カルチャーコミュニケーション福島テストセンター

山梨県
甲府市

甲府バイパス国母テストセンター

香川県 高松市

ハロー！パソコン教室高松ウィングポートテストセンター

会津若松市 ミンナノチカラ会津若松テストセンター JESパソコンスクール甲府テストセンター ハロー！パソコン教室ゆめタウン高松校テストセンター

茨城県

水戸市 クリエートパソコン教室テストセンター（水戸市） 富士吉田市 栄光学院 富士吉田本校テストセンター 高松番町テストセンター

土浦市 土浦駅西口テストセンター

長野県

長野市 ピュアパソコンスクール長野テストセンター

愛媛県

松山市

アルゴ・コンピュータスクールテストセンター（松山市）

龍ヶ崎市 セルモ龍ヶ崎松ヶ丘教室テストセンター 松本市 コミュニケーションズ・アイ松本テストセンター メディアックパソコンスクール松山城南教室テストセンター

栃木県

宇都宮市
エヌシーエス宇都宮テストセンター 安曇野市 穂高パソコンテストセンター ハロー！パソコン教室ジョー・プラ南松山校テストセンター

オリオン宇都宮テストセンター 飯田市 パソコンくらぶ飯田テストセンター 新居浜市 DCパソコンスクール 新居浜テストセンター

小山市 キュリオステーション小山テストセンター 東御市 すきこそじょうず東部湯の丸テストセンター 宇和島市 宇和島テストセンター

下野市 ウイング自治医大駅前テストセンター 岐阜県 岐阜市 キュリオステーション田神テストセンター
高知県 高知市

高知朝倉テストセンター（スクールデポ）

那須塩原市 ヴィヴィパソコンスクール西那須野テストセンター

静岡県

浜松市

@りこパソコンスクール浜松テストセンター ハロー！パソコン教室ベスト電器高知本店校テストセンター

群馬県

高崎市 ハロー！パソコン教室ミスターマックス倉賀野校テストセンター 浜松駅西テストセンター

福岡県

北九州市
アクティブスマイル八幡西テストセンター

前橋市 フジコービーイング前橋テストセンター メルシーパソコンスクール浜松校テストセンター 小倉テストセンター

太田市 タカラプロモーション太田校テストセンター 静岡市 静岡駅北テストセンター

福岡市

JNIE福岡天神テストセンター

埼玉県

さいたま市

さいたま新都心テストセンター 沼津市 M-netパソコンスクール沼津校テストセンター 香椎駅前アポロパソコンスクールテストセンター

パソコンスクールフェニックス大宮駅前東口テストセンター

愛知県

名古屋市

名古屋栄テストセンター ハカタリンクス博多駅東テストセンター

大宮駅前テストセンター エアリアルビュー名駅テストセンター 福岡看護医療予備校博多駅前校テストセンター

越谷市 ＣＡＩパソコン教室せんげん台本部校テストセンター 千種テストセンター 筑紫野市 森ビジネススクール二日市テストセンター

深谷市 タカラビジネススクール熊谷校テストセンター キュリオ・ステーション岩塚テストセンター 筑後市 パソコンスクールＰＣワークス筑後テストセンター

朝霞市 アイパソコンスクール朝霞テストセンター 豊橋市 豊橋テストセンター 古賀市 福岡国際高等学院古賀校テストセンター

所沢市
YC新所沢パソコン教室テストセンター 瀬戸市 上島パソコンスクール 久留米市 キュリオステーション久留米テストセンター

LP所沢テストセンター 一宮市 パソコン教室 キュリオ・ステーション一宮テストセンター

佐賀県 佐賀市

佐賀テストセンター

川越市 ハロー！西武本川越ぺぺ校テストセンター 知多郡 アドバンスパソコン教室武豊テストセンター エヌビーコム佐賀駅前テストセンター

上尾市 上尾パソコン教室テストセンター

三重県

津市 津駅東口試験センター 佐賀駅前プライムテストセンター

熊谷市 ABCパソコン教室熊谷校テストセンター 四日市市 四日市テストセンター
長崎県

長崎市 アルテック長崎本社テストセンター

千葉県

千葉市

パソコンスクールFLOWER稲毛 伊勢市 マテリアル伊勢テストセンター 佐世保市 サセボリンクス佐世保テストセンター

千葉駅前大通りテストセンター

滋賀県

近江八幡市 PCカレッジスタック近江八幡校本校

熊本県

熊本市

アビリティスクール・マリオネット熊本テストセンター

セルモ幕張ベイタウン教室テストセンター 大津市 日本ビーコム膳所テストセンター システムランド熊本校テストセンター

市川市 行徳パソコン塾テストセンター 草津市 キャリアスクールビット草津駅前校テストセンター わかるとできるサンロードシティ熊本東町校テストセンター

柏市 柏駅南口テストセンター

京都府

京都市中京区
烏丸御池テストセンター 宇城市 パソコン教室きららテストセンター(MrMax松橋内)

船橋市 サンアイルス船橋テストセンター 四条烏丸テストセンター(京都フクトクビル) 人吉市 システムランド人吉校テストセンター

松戸市 みのり台パソコン教室テストセンター 京都市右京区 モーリス京都テストセンター

大分県

大分市
ハロー！パソコン教室 フレスポ春日浦校

白井市 CUBEパソコン教室 千葉ニュータウン 西白井テストセンター
京都市下京区

ハロー！パソコン教室四条烏丸テストセンター 大分オアシステストセンター

習志野市

ゆめ工房京成大久保駅前テストセンター 京都駅前テストセンター 別府市 ふゅーちゃー別府駅教室テストセンター

TAC津田沼校テストセンター

大阪府

大阪市北区

南森町西天満テストセンター 佐伯市 み～るパソコンスクール佐伯テストセンター

ナレッジベース津田沼駅南口テストセンター 南森町天神橋筋商店街テストセンター

宮崎県

宮崎市

パソコンスクール モノリス宮崎

流山市 TOPパソコンスクール南流山校テストセンター キュリオステーション天六テストセンター パソコンスクールＰＣ．ソフィア宮崎テストセンター

東京都

新宿区

ユビーネット飯田橋テストセンター PCカレッジ東梅田校テストセンター システムランド宮崎校テストセンター

ソリッドスキーム新宿西口テストセンター アビリティプラス大阪天満宮テストセンター 都城市 らしくサポートテストセンター

ベネフル飯田橋駅東口テストセンター 大阪駅前テストセンター 延岡市 延岡テストセンター

渋谷区
新宿駅前テストセンター(新宿南口) 大阪市西淀川区 ハロー！塚本テストセンター

鹿児島県
鹿児島市

鹿児島中央テストセンター

渋谷テストセンター
大阪市浪速区

TACなんば校テストセンター ハロー！パソコン教室イオンモール鹿児島校テストセンター

千代田区
テストセンター秋葉原昭和通り口 なんば駅前テストセンター 枕崎市 枕崎テストセンター

LEC水道橋本校テストセンター 大阪市鶴見区 パソコンスクールカイカ 大阪鶴見テストセンター

沖縄県

那覇市
尚学院SIBA那覇テストセンター

中央区

iSERVE八重洲日本橋テストセンター 大阪市都島区 大阪京橋駅前テストセンター 那覇テストセンター

東京八重洲南口テストセンター 茨木市 ぱそこんる～む南茨木テストセンター 宜野湾市 ゆいまーる宜野湾テストセンター

銀座CBTS歌舞伎座テストセンター A・Ｂルーム
枚方市

ゆめーるねっと枚方テストセンター 石垣市 PCワールド石垣テストセンター

TAC八重洲校テストセンター 北大阪商工会議所 北大阪プラザテストセンター 宮古島市 創研沖縄宮古島テストセンター
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