
エクセル分析ベーシック　ベータ試験実施会場
開催期間：2016年5月9日（月）～6月18日（土）　※会場により期間中の実施日は異なります。
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都道府県 会場名 所在地 申込方法 Webサイト 試験日程

北海道 パソコンスクール 優 北海道帯広市東2条南19丁目16 お電話でお申し込みください。

TEL： 0155-27-3363　（月～土の
10時～19時）

6/6（月）、6/11（土）、6/13（月）、
6/18（土）

北海道 P-win 資格テストセンター 北海道根室市緑町2丁目11番地
Ｙ・K緑町オフィスビル 1Ｆ

Webサイトからお申込みください。 http://www.123fan.biz/p-win/ 試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

岩手県 株式会社岩手ソフトウェアセンター 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目9
番1号　マリオス9F

お電話でお申し込みください。

TEL：019-621-5454 （月～金の9時
～17時）

5/12（木）、5/27（金）、6/13（月）

山形県 株式会社リバティ楽器山形店 L.M.I
PC教室

山形県山形市あこや町2-1-19 お電話またはメールにてお問合せ
ください。または、直接リバティ楽
器までいらしてください。

TEL：023-625-2146 （10時～19
時）

メール：sendai@liberty-it.net

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。お客様のご都合になるべく合
わせて試験日を決定いたします。

山形県 アスプコンピュータスクール酒田校 山形県酒田市みずほ2-18-9 お電話またはメールにてお問合せ
ください。

TEL：0234-26-6440（月～土の9:00
～18:30）

Mail：m-sato@c-assist.com

5/24（火）、5/26（木）、5/31（火）、
6/2（木）、6/16（木）

茨城県 エヌエスパソコンスクール 茨城県神栖市太田523番地27
（株）エヌエスサービス2F

お電話でお申し込みください。

TEL：0479-40-0033 （日・祝除く
10時～18時）

5/14（土）、5/21（土）、5/28（土）、
6/4（土）、6/11（土）、6/18（土）の
午後に実施。

群馬県 ネゴシエイトパソコン教室 群馬県太田市新島町376-7 お電話でお申し込みください。

TEL：0276-48-7761（平日の9時～
18時）

ベータ試験実施期間の2016年5月
9日（月）～2016年6月18日（土）の
うち平日に実施。

埼玉県 パソコンスクール PCネット 埼玉県飯能市仲町9-1 当スクール申し込みサイトよりお申
し込みください。

http://www.hannou.com/4_siken/s
iken_nittei.htm

ベータ試験実施期間の2016年5月
9日（月）～2016年6月18日（土）の
うち「水曜日以外」毎日実施。

詳細は当スクール申し込みサイト
のカレンダーどおりです。

http://www.123fan.biz/p-win/
http://www.hannou.com/4_siken/siken_nittei.htm
http://www.hannou.com/4_siken/siken_nittei.htm
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千葉県 行徳パソコン塾 千葉県市川市行徳駅前2-13-17
財商行徳ビル3F

お電話でお申し込みください。

TEL：047-358-2212（月～金の10
時～19時）

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：047-358-2212（月～金の10
時～19時）

東京都 オデッセイ テスティング センター
有楽町店

東京都千代田区丸の内3-3-1　新
東京ビルB1F

Webサイトからお申し込みくださ
い。

http://otc.odyssey-com.co.jp/ 試験日程はWebサイトをご覧くださ
い。

東京都 ハロー！パソコン教室 竹の塚駅
前校

東京都足立区竹の塚6-9-2　第7
丸本ビル3F

お電話でお申し込みください。

TEL：03-5856-4058
（月・火・木・金10：00～19：00　※
木曜のみ15：00～17：00不可　土・
日・祝日10：00～16：00　水曜定休
日）

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：03-5856-4058
（月・火・木・金10：00～19：00　※
木曜のみ15：00～17：00不可　土・
日・祝日10：00～16：00　水曜定休
日）

東京都 オデッセイ テスティング センター
新宿店

東京都新宿区西新宿1-24-1　エス
テック情報ビル20F

Webサイトからお申し込みくださ
い。

http://otc.odyssey-com.co.jp/ 試験日程はWebサイトをご覧くださ
い。

神奈川県 オデッセイ テスティング センター
横浜店

神奈川県横浜市西区高島2-19-12
横浜スカイビル26F

Webサイトからお申し込みくださ
い。

http://otc.odyssey-com.co.jp/ 試験日程はWebサイトをご覧くださ
い。

神奈川県 TaxHouseパソコン教室 北久里浜
店

神奈川県横須賀市根岸町3丁目
14-8　エクシブ北久里浜1F

お電話でお申し込みください。

TEL：046-833-1086
（月・金：10時～19時、火・木：10時
～16時、水・土・日：10時～17時）

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：046-833-1086
（月・金：10時～19時、火・木：10時
～16時、水・土・日：10時～17時）

神奈川県 アルファコンピューター 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
118-2　中山NSビル6F

Webサイトからお申込みください。 http://www.winttk.com/siken/mos
/index.htm

5/14(土)、5/21(土)、5/22(日)、
5/28(土)、5/29(日)、6/4(土)、
6/5(日)、6/11(土)、6/12(日)、
6/18(土)

富山県 クレッセントパソコンスクール 富山県富山市新富町2-4-25　カー
ニープレイス富山5F

お電話またはメールにてお問合せ
ください。

TEL：076-432-7676 （月～金 8:30
～17:30）

E-mail：cr@cres-t.com

5/18（水）、5/25（水）、6/1（水）、
6/8（水）、6/15（水）

http://otc.odyssey-com.co.jp/
http://otc.odyssey-com.co.jp/
http://otc.odyssey-com.co.jp/
http://www.winttk.com/siken/mos/index.htm
http://www.winttk.com/siken/mos/index.htm
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富山県 プライムビジネススクール 富山県富山市千歳町1-6-18　河
口ビル1F

お電話もしくはWebサイトからお申
込みください。

TEL：076-442-0306（月～土の9時
～16時）

http://www.pbs-
prime.co.jp/school/kentei/mousiko
mi.html

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：076-442-0306（月～土の9時
～16時）

長野県 ピュア パソコンスクール 長野校 長野県長野市大字稲葉920-7 お電話もしくはWebサイトからお申
込みください。

TEL：026-221-7039 （月～土の10
時～18時）

http://www.purepc.jp 5/14（土）、5/21（土）、5/28（土）、
6/4（土）、6/11（土）、6/18（土）

いずれも17：30～

長野県 飯田ビジネス学院 長野県飯田市中央通り三丁目19-
2

Webサイトからお申込みください。 http://www.pciida.com/exams_info
mation.html

試験日程はWebサイトをご覧くださ
い。

静岡県 パソコン教室 わかるとできる 掛川
校

静岡県掛川市大池2987-1 お電話にてお問い合わせください。

TEL：0537-23-4056 （10:00-20:00
(水曜休校)　＊火金日および祝は
16:30まで）

5/1（日）、5/8（日）、5/22（日）、
5/29（日）、6/5（日）、6/12（日）、
6/26（日）

愛知県 デジタルプラザ キュリオステーショ
ン 岩塚店

愛知県名古屋市中村区鈍池町3-
137　メゾンM1F

お電話でお申し込みください。

TEL：052-482-7122（火～土の12
時～20時）

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：052-482-7122（火～土の12
時～20時）

愛知県 ももたろうパソコン教室 豊田高岡
校

愛知県豊田市高岡本町中根山90-
1

お電話でお申し込みください。

TEL：0565-54-8780（火、木、金の
10時～21時・水、10時～15時・土、
9時～15時）

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：0565-54-8780（火、木、金の
10時～21時・水、10時～15時・土、
9時～15時）

http://www.pbs-prime.co.jp/school/kentei/mousikomi.html
http://www.pbs-prime.co.jp/school/kentei/mousikomi.html
http://www.pbs-prime.co.jp/school/kentei/mousikomi.html
http://www.purepc.jp/
http://www.purepc.jp/
http://www.pciida.com/exams_infomation.html
http://www.pciida.com/exams_infomation.html


エクセル分析ベーシック　ベータ試験実施会場
開催期間：2016年5月9日（月）～6月18日（土）　※会場により期間中の実施日は異なります。

4/6

最終更新日：2016/6/7

都道府県 会場名 所在地 申込方法 Webサイト 試験日程

三重県 StudyPC.NET桑名校 三重県桑名市参宮通29番地　山
本ビル1F

お電話でお申し込みください。

TEL：0120-96-1192
火曜日～金曜日10：00～20：00
土曜日・日曜日　9：00～17：00
※月曜日定休日

HPトップページ
http://kuwana.studypc.net

問い合わせページ
http://kuwana.studypc.net/contac
t/

http://kuwana.studypc.net ベータ試験実施期間の2016年5月
9日（月）～2016年6月18日（土）に
月曜日以外全て開催します。

滋賀県 湖南ネットITスクール 滋賀県野洲市小篠原2213-5　深
尾ビル3F

お電話でお申し込みください。

TEL：077-587-2501 （月～金の9時
～17時）

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：077-587-2501 （月～金の9時
～17時）

滋賀県 キャリアプラザ ビット 草津駅前校 滋賀県草津市西大路町2-2　西田
ビル2F

お電話でお申し込みください。

TEL：077-567-4010（月～日の10
時～17時）

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：077-567-4010（月～日の10
時～17時）

京都府 モーリス京都テストセンター 京都府京都市中京区御池通烏丸
東入仲保利町191　上原ビル3･4F

Webサイトからお申込みください。 http://www.morris.jp/index.html 5/21(土)、6/11(土)

大阪府 XLC大阪本校 大阪府大阪市淀川区新高1-8-41
西菱ビル3F

お電話もしくはWebサイトからお申
込みください。

TEL：06-6392-1382

http://www.xlc-
osaka.sakura.ne.jp/wordpress/con
tact/

日曜を除く全日程受験可能
詳細は会場へ問い合わせてくださ
い

大阪府 パソコン教室 ゆめ～るねっと 大阪府枚方市北中振2-1-18 Webサイトからお申込みください。 http://yume-ru.net/web/contact/ 2016年5月9日（月）～2016年6月18
日（土）の開催期間中、日曜日に
実施します。

大阪府 アイシスパソコン教室 大阪府堺市中区深井沢町3400番
地　ジュネス深井2F

Webサイトからお申込みください。 http://www.aysys.jp/mos.html 試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。
TEL：072-205-5855

大阪府 資格学校アテナ 京阪守口校 大阪府守口市大枝東町13-16　松
浦ビル1F

お電話でお申し込みください。

TEL：06-6998-6811　（月：10時～1
７時、火・木：10時～16時、水・金：
10時～21時、土：10時～18時）

6/13（月）、6/14（火）、6/18（土）

http://kuwana.studypc.net/
http://www.morris.jp/index.html
http://www.xlc-osaka.sakura.ne.jp/wordpress/contact/
http://www.xlc-osaka.sakura.ne.jp/wordpress/contact/
http://www.xlc-osaka.sakura.ne.jp/wordpress/contact/
http://yume-ru.net/web/contact/
http://www.aysys.jp/mos.html
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兵庫県 キャリアスクールあすか 兵庫県神戸市北区藤原台中町2-
4-7

Webサイトからお申込みください。 https://www.asukaele.co.jp/school
/sikaku_all/mos/postxp.htm

日・祝を除く　2016年5月9日（月）
～2016年6月18日（土）

兵庫県 職業訓練のアップ 神戸長田校 兵庫県神戸市長田区腕塚町５－５
－１　アスタくにづか１番館地下１
階００３

来校申込
平日9時～18時に当校までお越しく
ださい。

Web申込
http://upnagata.blog129.fc2.com/

お問い合わせ電話番号
078-612-3049 （平日9時～18時）

http://upnagata.blog129.fc2.com/ 期間中ほぼ毎日可能。詳細は会
場へお問い合せください。

奈良県 ハロー！パソコン教室 富雄校 奈良県奈良市富雄北1丁目12-4
アゴラハイム1F

お電話でお申し込みください。

TEL:0742-46-4186
(月 15:00～19:00 / 火・木・金
10:00～13:00 15:00～19:00 / 土
10:00～13:00)

http://www.hello-pc.co.jp/ 祝日を除く以下の曜日、時間に実
施します。

月曜日 : 18:00
火曜日 : 10:00
木曜日 : 10:30 ・ 12:00
金曜日 : 18:00
土曜日 : 10:00

奈良県 ハロー！パソコン教室 大和西大
寺校

奈良県奈良市西大寺南町1-17
西田ビル2F

お申込方法は会場へお電話でお
問い合せください。申込締切は受
験日の1週間前です。

TEL：0742-43-1286
　　月・火：10：00～18：00
　　水　　：10：00～14：00
　　木　　：10：00～21：00
　　金・土：10：00～19：00
　　日　　：10：00～18：00

5月21日（土）　19:00～
6月4日（土）　19:00～
6月11日（土）　19:00～
6月18日（土）　19:00～

岡山県 ピコシステムパソコンスクール 岡山県岡山市南区西市９８-４ お申込方法は会場へお電話でお
問い合せください。

TEL：086-246-2278 （月～金の9時
～18時）

試験日程は会場へお電話でお問
い合せください。

TEL：086-246-2278 （月～金の9時
～18時）

岡山県 スクールAKIJOHO倉敷校 岡山県倉敷市白楽町105番地6 お電話もしくはWebサイトからお申
込みください。

TEL：086-430-6166 （月～金の10
時～17時）

http://www.akijoho.com/ 毎週月・水・金曜日、および5/14
（土）、5/28（土）、6/11（土）

https://www.asukaele.co.jp/school/sikaku_all/mos/postxp.htm
https://www.asukaele.co.jp/school/sikaku_all/mos/postxp.htm
http://upnagata.blog129.fc2.com/
http://www.hello-pc.co.jp/
http://www.akijoho.com/
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広島県 パソコン教室 わかるとできる フジ
グラン緑井校

広島県広島市安佐南区緑井1-5-2
フジグラン緑井2F

お電話でお申し込みください。

TEL:082-877-4700（月～金　10:00
～20:40　土、日　10:00～17:30）

試験日程は会場へお電話でお問
い合せください。

TEL:082-877-4700（月～金　10:00
～20:40　土、日　10:00～17:30）

愛媛県 西予パソコン教室 宇和校 愛媛県西予市宇和町卯之町4-
668-7　宇和パルティフジ内 KDビ
ル201

お電話でお申し込みください。

TEL：0894-62-5717（月～金の13
時～21時）

試験日程は会場にお問い合せくだ
さい。

TEL：0894-62-5717（月～金の13
時～21時）

福岡県 デジタルプラザ キュリオステーショ
ン 久留米店

福岡県久留米市諏訪野町2352-7
ダイアパレス諏訪野A棟1F

お電話でお申し込みください。

TEL：0942-27-8608 （火～金　13
時～20時、土　10時～17時）

試験日程は会場へお問い合せくだ
さい。

TEL：0942-27-8608 （火～金　13
時～20時、土　10時～17時）

熊本県 パソコンスクール システムランド
熊本校

熊本県熊本市中央区紺屋今町1番
5号　熊本辛島公園ビル5F

Webサイトからお申込みください。 http://www.system-
land.co.jp/examdate.html

5/21（土）、6/11（土)

熊本県 パソコン教室 わかるとできる サン
ロードシティ熊本東町校

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

Webサイトからお申込みください。 http://www.yyplan.net/wakaru/ke
ntei/index.html

試験日程は会場にお問い合せくだ
さい。

TEL：096-331-2231

大分県 ハロー！パソコン教室 フレスポ春
日浦校

大分県大分市王子北町5-9　フレ
スポ春日浦2F

お電話またはメールにてお問合せ
ください。

TEL：097-534-1186 （火～金10時
～20時、月・土10時～16時）

メール：hello@extra.ocn.ne.jp

5/14（土）、5/21（土）、5/23（月）、
5/28（土）、
6/4（土）、6/6（月）、6/11（土）、
6/13（月）、6/18（土）

宮崎県 パソコンスクール システムランド
宮崎校

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

Webサイトからお申込みください。 http://www.system-
land.co.jp/examdate.html#miyazaki

5/21（土）、6/11（土)
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