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全国公開試験
会 場 一 覧 〈ペーパー方式〉2・3級

06A 山形市 専門学校山形Ｖ．カレッジ

山　形

宮　城

04A 仙台市 仙台大原簿記情報公務員専門学校

11G 熊谷市 アルスコンピュータ専門学校

埼　玉

栃　木

09A 宇都宮市 宇都宮ビジネス電子専門学校

35B 福山市 専門学校ファッションビジネスアカデミー福山

広　島

奈　良

30A 奈良市 奈良総合ビジネス専門学校

44A 熊本市 九州技術教育専門学校熊本校

熊　本

46C 延岡市 トライアート・カレッジ

宮　崎

47A 鹿児島市 赤塚学園看護専門学校

鹿児島

15A 横浜市 学校法人岩谷学園

神奈川

20A 甲府市 山梨情報専門学校

山　梨

42A 佐賀市 佐賀コンピュータ専門学校

42B 唐津市 唐津ビジネスカレッジ

佐　賀

48B 沖縄市 専門学校日経ビジネス

48A 那覇市 専門学校那覇日経ビジネス

沖　縄高　知

40A 高知市
 高知情報ビジネス & フード専門学校

  高知開成専門学校

  専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス

  中村国際ホテル専門学校

  KCS 福岡情報専門学校

福　岡

41A 福岡市

13G 北区 中央工学校

13K 大田区 日本工学院専門学校

14D 小金井市 東京工学院専門学校

14M 八王子市 日本工学院八王子専門学校

東　京

 中野区 専門学校東京テクニカルカレッジ
13B 

新宿区 日本電子専門学校   

北海道

01L 帯広市 帯広コア専門学校

01A 札幌市 札幌科学技術専門学校

07A 郡山市 ケイセンビジネス公務員カレッジ

福　島

07B いわき市 いわきコンピュータ・カレッジ

08A 水戸市 水戸電子専門学校

茨　城

08E 古河市 古河テクノビジネス専門学校

千　葉

12A 千葉市 千葉情報経理専門学校

12D 船橋市 船橋情報ビジネス専門学校

17B 射水市 富山情報ビジネス専門学校

富　山

長　野

21B 長野市 専門学校カレッジオブキャリア長野校

大　阪

28B 堺市 大阪航空専門学校

28D 豊中市 中央工学校 OSAKA

28A 大阪市
 日本分析化学専門学校

  大阪情報コンピュータ専門学校　他

愛　知

24B 豊橋市 中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校

24G 知立市 山本学園情報文化専門学校

24A 名古屋市 名古屋デジタル工科専門学校
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