リテールマーケティング（販売士）検定ネット試験のテストセンター一覧（183ヶ所。2021年7月13日現在）
№

都道府県名

1

試験機関名

所在地

キャリアスタッフ研修センター(函館テストセンター)
イーエデュケーションズ札幌駅北口テスティングセンター

北海道函館市千歳町9-11千歳町ビル 5F

TAC札幌校テストセンター

北海道札幌市中央区北5条西5-7sapporo55 3F

ネクストステップ旭川神楽岡テストセンター

北海道旭川市神楽岡6条6丁目2番1号神楽岡6.6ビル2階（1階はコインランドリーさんが営業しています）

5

釧路ワープロ学院テストセンター

北海道釧路市中園町１７－１４

6

ハロー！ＩＹ北見校テストセンター

北海道北見市光西町185イトーヨーカドー北見店

7

青森新町通りテストセンター

青森県青森市新町2丁目2-4青森新町二丁目ビルディング5階

IMS弘前テストセンター

青森県弘前市土手１３４番地８

ハロー！ＩＹ弘前校テストセンター

青森県弘前市大字駅前3-2-1イトーヨーカドー弘前店 3F

10

富士通オープンカレッジ八戸ラピア校テストセンター

青森県八戸市江陽2丁目14-1ラピア3F

11

ISC盛岡テストセンター

岩手県盛岡市盛岡駅前西通二丁目９番１号マリオス９階

12

盛岡菜園テストセンター

岩手県盛岡市菜園1-7-22 東京土地ビル3階

釜石テストセンター

岩手県釜石市大町1-2-1NTT東日本釜石ビル1階

ハロー！パソコン教室一関校テストセンター

岩手県一関市城内2-13

仙台一番町テストセンター

宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1仙台セントラルビル7階

TAC仙台校テストセンター

宮城県仙台市青葉区中央1丁目3番1号アエル25F

ＯＡステーション秋田テストセンター

秋田県秋田市泉菅野１－２０－２３富士ビル２Ｆ

みくにコンピュータースクール大館テストセンター

秋田県大館市字向町31番地1 秋鶴ビル2F

ＯＡステーション湯沢テストセンター

秋田県湯沢市表町四丁目１－２０

ＯＡステーション大曲テストセンター

秋田県大仙市大曲黒瀬町１０－１８黒瀬オオミビル1Ｆ

富士通オープンカレッジ山形校テストセンター

山形県山形市城南町1-16-16

富士通オープンカレッジ鶴岡校テストセンター

山形県鶴岡市山王町１１－１７荘内寿ビル２階

23

UTパソコンスクール米沢テストセンター

山形県米沢市大字三沢26098-19

24

カルチャーコミュニケーション福島テストセンター

福島県福島市栄町1-10イーストビル5F

カルチャーコミュニケーション郡山テストセンター

福島県郡山市中町３－１ビュープラザ郡山2F

わーくすたいる会津若松テストセンター

福島県会津若松市大町1-1-41

27

ハロー！いわき平テストセンター

福島県いわき市平字作町２丁目８-１５福本ビル２F

28

ソフトパレット南相馬テストセンター

福島県南相馬市原町区大木戸字松島321-8

29

クリエートパソコン教室テストセンター

茨城県水戸市北見町8-12

水戸駅前テストセンター

水戸市宮町1-2-4マイムビル4階

土浦駅西口テストセンター

茨城県土浦市桜町1-15-11 M・Yビル3F

ハロー！パソコン教室イオンモール土浦校テストセンター

茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦3F

ペガサスパソコン教室神栖本校テストセンター

茨城県神栖市日川1756-75 ビューロ・ジェンテC

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

35

GROW高崎テストセンター

群馬県高崎市本町48

36

ハロー！パソコン教室イオンモール高崎校テストセンター

群馬県高崎市棟高町1400イオンモール高崎2F

2
3
4

8
9

13

北海道

青森県

盛岡県

14
15
16

宮城県

17
18
19

秋田県

20
21
22

山形県

25
26

福島県

30
31

茨城県

32
33
34

37

栃木県

群馬県

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

2Ｆ

岩手ソフトウェアセンター

フジコービーイング前橋テストセンター

群馬県前橋市江田町111-2

38

太田駅北テストセンター

群馬県太田市本町20-19タカラビル2F

39

さいたま新都心テストセンター

埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-93-1 不二ビル新都心館1階

40

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

41

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

埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-2新栄ビル1号棟1F

42

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

タカラビジネススクール熊谷校テストセンター

埼玉県深谷市東方3692-3

44

Town光パソコンスクール

埼玉県春日部市中央1-43-14 細井ビル3階

45

新所沢駅前テストセンター

埼玉県所沢市緑町2-1-3北村ビル４F

46

ISPアカデミー川越校テストセンター

埼玉県川越市脇田本町24-3 ISPビル

47

上尾パソコン教室テストセンター

埼玉県上尾市春日1-1-5クレベールハイツ102

43

埼玉県

春日部校テストセンター

1

リテールマーケティング（販売士）検定ネット試験のテストセンター一覧（183ヶ所。2021年7月13日現在）
№

都道府県名

48
49
50
51
52

千葉県

試験機関名

所在地

千葉駅前大通りテストセンター7階会場
サンアイルス船橋テストセンター

千葉県千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビルB1F

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
スタディPCネット馬橋校テストセンター

千葉県白井市清水口1-2-9谷村ビル2F

千葉県船橋市本町2-4-7箕輪館1号
千葉県松戸市西馬橋蔵元町21 小林ビル101

みのり台パソコン教室テストセンター

千葉県松戸市松戸新田579-5第1江川ビル102

53

TAC津田沼校テストセンター

千葉県習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼オフィス11F

54

ナレッジベース津田沼駅南口テストセンター

千葉県習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼408

55

TOPパソコンスクール南流山校テストセンター

千葉県流山市南流山1-7-2サンハイツ南流山 2F

56

ITcafe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301

57

新宿駅前テストセンター

東京都新宿区西新宿1丁目14-11

58

高田馬場テストセンター

東京都新宿区高田馬場1-26-7 名店ビル5階

59

ベネフル飯田橋駅東口テストセンター

東京都新宿区揚場町2-14新陽ビル5F

60

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5F-B

61

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6

62

西武池袋テストセンター

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店別館9階

63

テストセンター秋葉原昭和通り口

東京都千代田区神田佐久間河岸55朝風染常ビル３Ｆ

64

LEC水道橋本校テストセンター

東京都千代田区神田三崎町2-2-15

市ヶ谷テストセンター

東京都千代田区五番町4-8日立五番町ビル2階

銀座CBTS歌舞伎座テストセンター A・Ｂルーム

東京都中央区銀座4丁目12-15歌舞伎座タワー5階

67

TAC八重洲校テストセンター

東京都中央区京橋1-10-7KPP八重洲ビル4F

68

マテリアル田町PC教室&テストセンター

東京都港区芝３－２０－５芝ＩＹビル5Ｆ

69

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

70

LEC中野本校テストセンター

東京都中野区中野4-11-10

71

北千住テストセンター

東京都足立区日ノ出町１７－９

72

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

73

府中テストセンター

東京都府中市宮町1-40KDX府中ビル3F

74

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

75

スタディPCネット聖蹟桜ヶ丘校テストセンター

東京都多摩市関戸4-7-8エフティープラザ聖蹟桜ヶ丘2階

76

横浜テストセンター

神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル9階

77

VIT横浜関内駅前テストセンター、第二会場

神奈川県横浜市中区不老町1-2-1中央第六関内ビル2階201号

TAC横浜校テストセンター
武蔵小杉テストセンター

神奈川県横浜市西区高島2-19-12スカイビル25Ｆ

80

スタディPCネット向ヶ丘遊園テストセンター

神奈川県川崎市多摩区登戸2719モリビル3F

81

パソコンスクールＯＮＥ小田原教室テストセンター

神奈川県小田原市栄町2-14-31

82

平塚テストセンター

神奈川県平塚市紅谷町14-21 Tマリン湘南5F

83

新潟中央区テストセンター

新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-21北陽ビル2F

十日町パソコンカレッジテストセンター

新潟県十日町市川端丑784-1イオン十日町店

クレッセント富山駅前テストセンター

富山県富山市新富町2-4-25カーニープレイス富山5F

高岡テストセンター

富山県高岡市赤祖父679

L&Lコンピュータスクール金沢校

石川県金沢市米泉町7-28-1

金沢南町テストセンター

石川県金沢市南町５ー２０中屋三井ビルディング８階

65
66

東京都

78
79

84
85
86
87
88

神奈川県

新潟県
富山県
石川県

Daiwa西新宿ビル 8階

501号室

アーバンネット中野ビル

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-9武蔵小杉STMビル7階

89

福井県

システムクリニック福井テストセンター

福井県福井市豊島2丁目２－２４山内ビル２F

90

山梨県

甲府バイパス国母テストセンター

山梨県甲府市国母８－１３－４０丸藤ビル

ピュアパソコンスクール長野テストセンター

長野県長野市稲葉920-7

越田コンピュータ学院テストセンター

長野県松本市清水2-1-8

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1-18-1コーポ入舟1F

エニウェイ高山テストセンター

岐阜県高山市岡本町3丁目206株式会社エニウェイ

静岡駅南テストセンター

静岡県静岡市駿河区稲川2丁目2-1

浜松駅西テストセンター

静岡県浜松市中区平田町103浜松ターミナルハイツ１Ｆ

@りこパソコンスクール浜松テストセンター

静岡県浜松市南区三島町1605-1社会保険労務士法人ローム 1階

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

91
92
93
94

長野県
岐阜県

95
96
97
98

静岡県

2

セキスイハイムビルディング2階

3階中側

リテールマーケティング（販売士）検定ネット試験のテストセンター一覧（183ヶ所。2021年7月13日現在）
№

都道府県名

99

試験機関名

所在地

名古屋栄テストセンター

愛知県名古屋市中区栄四丁目3番２６号昭和ビル３階

エアリアルビュー名駅テストセンター
名古屋国際センタービルテストセンター

愛知県名古屋市中村区名駅3-13-24 第一はせ川ビル4F

102

豊橋テストセンター

愛知県豊橋市北島町字北島167-3

103

アドバンスパソコン教室武豊テストセンター

愛知県知多郡武豊町道崎26-7

104

津駅西校テストセンター

三重県津市広明町366大川ビル3F

四日市テストセンター

三重県四日市市安島1-2-24 TKビルディング2階

びわ湖浜大津駅前テストセンター

滋賀県大津市中央1-6-15垣見ビル2F

PCカレッジスタック近江八幡校本校

滋賀県近江八幡市池田町三丁目３２

108

東近江テストセンター

滋賀県東近江市山路町721番地

109

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

京都駅前テストセンター

京都府京都市下京区油小路通塩小路下る南不動堂町3大道ビル6階

111

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 四条烏丸センタービル3F

112

PCカレッジ東梅田校テストセンター

大阪府大阪市北区太融寺町5-13東梅田パークビル2階

113

大阪駅前テストセンター

大阪府大阪市北区芝田２－６－３０梅田清和ビル4階

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

天王寺駅前テストセンター

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1

あべのルシアス 14階 1402

116

東岸和田駅前テストセンター

大阪府岸和田市土生町3丁目15番22号サバービア岸和田206

117

パソコン教室パソコンジムトヨナカテストセンター

大阪府豊中市本町1-4-7丸信本町ビル1F

118

セルモ守口大久保町教室テストセンター

大阪府守口市大久保町2-17-11ヒロミツイースト101

119

神戸三宮テストセンター

神戸市中央区磯辺通4-2-26

120

姫路市民会館前テストセンター

兵庫県姫路市元塩町119番地セントラル姫路ビル2階

100
101

105

愛知県

三重県

106
107

110

滋賀県

京都府

114
115

121

大阪府

兵庫県

名古屋市中村区那古野１-47-1名古屋国際センタービル地下1F

イークリックパソコンスクール内

新芙蓉ビル９階

チャレンジ宝塚テストセンター

兵庫県宝塚市山本東2-5-1 エステート宝塚1階

122

KCCキャリアサポート洲本テストセンター

兵庫県洲本市物部2-14-5

123

近鉄奈良駅前テストセンター

奈良市西御門町27-1

大和八木駅前テストセンター

奈良県橿原市新賀町232橋本第２ビル2階

OAルームビギン桜井テストセンター

奈良県桜井市桜井241-1

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

情報交流センターBig・U 田辺テストセンター

和歌山県田辺市新庄町３３５３－９

ナレッジサポート鳥取テストセンター

鳥取県鳥取市湖山町東5丁目206番地花木ビル3F

米子情報処理テストセンター

鳥取県境港市明治町18-1明治町ビル

倉吉ほうきテストセンター

鳥取県倉吉市山根540-6パープルビルⅡ 4F

ソコロシステムズ益田テストセンター

島根県益田市三宅町１－１９

松江駅前テストセンター

島根県松江市御手船場町582-2ご縁ビル2F

岡山駅前テストセンター

岡山県岡山市北区錦町1-8岡山県木材会館2階

ハロー！パソコン教室イオンモール岡山校テストセンター

岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号 イオンモール岡山6F

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

PCらいふパソコンスクール津山校テストセンター

岡山県津山市大手町1-1NTTビル1F

広島駅前テストセンター

広島県広島市南区京橋町1-3赤心ビル4F

TAC広島校テストセンター

広島市中区基町11-10

139

マテリアル福山テストセンター

広島県福山市引野町1-14-34サンオーレ東福山102号

140

下関駅東口テストセンター

山口県下関市豊前田町3-2-7

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

防府駅前テストセンター

山口県防府市戎町1-8-25防府広総第3ビル2F

徳島テストセンター

徳島県徳島市寺島本町西1-33 第2中筋ビル２階

ハロー！パソコン教室ゆめタウン高松校テストセンター

香川県高松市三条町608-1ゆめタウン高松内2F

高松テストセンター

香川県高松市磨屋町3-1

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

愛媛県松山市立花1-8-28

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

愛媛県松山市朝生田町5-1-25ジョー・プラ2F

宇和島テストセンター

愛媛県宇和島市中央町1丁目7-24

149

DCパソコンスクール 新居浜テストセンター

愛媛県新居浜市一宮町2-2-40

150

土佐道路テストセンター

高知県高知市朝倉甲173-1

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

高知県高知市知寄町2丁目1番29ベスト電器高知本店3階

124

奈良県

125
126
127

和歌山県

128
129

鳥取県

130
131
132

島根県

133
134
135

岡山県

136
137
138

141

広島県

山口県

142
143
144
145

徳島県
香川県

146
147
148

151

愛媛県

高知県

奈良三和東洋ビル

４階

合人社広島紙屋町ビル4F

201号

合田不動産磨屋町ビル８階
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152

JNIE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

153

香椎駅前アポロパソコンスクールテストセンター

福岡県福岡市東区香椎駅前1-8-14 エポックビル5F

154

ハカタリンクス博多駅東テストセンター

福岡県福岡市博多区東光1丁目2-8内山東光ビル202

155

博多駅西口テストセンター

福岡市博多区博多駅前2-17-1博多プレステージ別館7階

森ビジネススクール二日市テストセンター

福岡県筑紫野市二日市中央4-11-1二日市ビル2F

キュリオステーション久留米テストセンター

福岡県久留米市諏訪野町2355-1第15上野ビル2F

158

小倉テストセンター

福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1角田ビル小倉 6階

159

黒崎駅前ビジネススクールLinktoLinkテストセンター

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

160

アクティブスマイル八幡西テストセンター

福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎3-6-24ハビタット2F

161

大牟田ビジネススクールLinktoLinkテストセンター

福岡県大牟田市橋口町3-7

162

パソコンスクールPCワークス筑後テストセンター

福岡県筑後市大字長崎424

佐賀中央通りテストセンター

佐賀県佐賀市唐人2-5-8佐賀中央通りビル2階

長崎万才町テストセンター

長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル地下1階

サセボリンクス佐世保テストセンター

長崎県佐世保市常盤町7-14フレスコ森田ビル3階

システムランド熊本校テストセンター

熊本県熊本市中央区紺屋今町1-5熊本辛島公園ビル5F

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

熊本県熊本市東区東町3-2-18サンロードシティマンション105

168

システムランド人吉校テストセンター

熊本県人吉市上薩摩瀬町1472-1

169

大分オアシステストセンター

大分県大分市高砂町2-50オアシスひろば21 3階

170

ハロー！パソコン教室

大分県大分市王子北町5-9フレスポ春日浦2F

156
157

163
164
165

福岡県

佐賀県
長崎県

166
167

171

熊本県

大分県

フレスポ春日浦校

日田テストセンター

大分県日田市清水町666-1

172

み～るパソコンスクール佐伯テストセンター

大分県佐伯市池船町6番7号

173

らしくサポート都城テストセンター

宮崎県都城市下川東1丁目11-2

174

宮崎県

システムランド宮崎校テストセンター

宮崎県宮崎市橘通東3-1-47宮崎プレジデントビル

175

延岡テストセンター

宮崎県延岡市祇園町2-5-2

176

鹿児島高見橋テストセンター

鹿児島県鹿児島市西千石町1-32Wビルディング西千石町 9階

177

鹿児島県

鹿児島中央テストセンター

鹿児島県鹿児島市中央町22-16 アエールプラザ2F

178

枕崎テストセンター

鹿児島県枕崎市千代田町25番地

179

尚学院SIBA那覇テストセンター

沖縄県那覇市泊2-17-4

180

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6F

181

LEC那覇本校テストセンター

沖縄県那覇市安里2-9-10 丸姫産業第2ビル2階

182

PCワールド石垣テストセンター

沖縄県石垣市真栄里204-381

183

創研沖縄宮古島テストセンター

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根604-23

沖縄県

4

２F

