令和４年度 管理業務主任者試験

受験申込案内書

配布窓口

【書店】

配布期間；令和４年８月１日（月）～令和４年９月30日（金）

地区名

書

店

郵便番号

住

紀伊國屋書店札幌本店

060-0005 札幌市中央区北5条西5丁目7番地

三省堂書店札幌店

060-0005 札幌市中央区北五条西2-5

MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店

060-0061 札幌市中央区南1条西1-8-2

くまざわ書店アリオ札幌店
旭川市
青森県

所

電話番号

札幌駅

011-231-2131

札幌駅

011-209-5600

大通駅

011-223-1911

065-8518 札幌市東区北7条東9-2-20 ｱﾘｵ札幌3F

苗穂駅

011-750-9225

ジュンク堂書店旭川店

070-0031 旭川市１条通8丁目108番地

旭川駅

0166-26-1120

青森市

成田本店しんまち店

030-8588 青森市新町1-13-4

青森駅

017-723-2431

秋田県

秋田市

ジュンク堂書店秋田店

010-0874 秋田市千秋久保多町4-2

岩手県

盛岡市

さわや書店本店

020-0022 盛岡市大通2-2-15 さわやﾋﾞﾙ

盛岡駅

019-653-4411

ジュンク堂書店盛岡店

020-0022 盛岡市大通2-8-14 MOSSﾋﾞﾙ3F・4F

盛岡駅

019-601-6161

丸善仙台アエル店

980-6101 仙台市青葉区中央1-3-1

AER1F

仙台駅

022-264-5656

くまざわ書店エスパル仙台店

980-0021 仙台市青葉区中央1-1-1

ｴｽﾊﾟﾙ本館３F

仙台駅

022-217-1027

山形駅

023-622-2150

水戸駅

029-231-1073

北海道

宮城県

札幌市

仙台市

sapporo55 1･2F

最寄り駅

JRﾀﾜｰ札幌ｽﾃﾗﾌﾟﾚｲｽ5F
高桑ﾋﾞﾙB2-4Ｆ

ﾌｨｰﾙ旭川5F

秋田ｵｰﾊﾟ6F

018-884-1370

山形県

山形市

八文字屋本店

990-0043 山形市本町2-4-11

茨城県

水戸市

川又書店エクセル店

310-0015 水戸市宮町1-1-1

つくば市

ACADEMIAイーアスつくば店

305-0817 茨城県つくば市研究学園5-19 イーアスつくば3F

栃木県

宇都宮市

くまざわ書店宇都宮店

321-0962 宇都宮市今泉町237 宇都宮福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ３F

宇都宮駅よりバス

028-623-4471

群馬県

前橋市

煥乎堂前橋本店

371-0023 前橋市本町1-2-13

前橋駅

027-235-8111

前橋駅

027-223-9011

埼玉県

千葉県

水戸ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ5Ｆ

029-868-7407

戸田書店前橋本店

371-0013 前橋市西片貝町4-16-7

桐生市

戸田書店桐生店

376-0006 群馬県桐生市新宿2丁目5-7

さいたま市

須原屋本店

330-0062 さいたま市浦和区仲町2-3-20-B1F

浦和駅

須原武蔵浦和店

336-0021 さいたま市南区別所7-6-8-209 ﾗｲﾌﾞﾀﾜｰ2F

武蔵浦和駅

048-872-0550

ジュンク堂書店大宮高島屋店

330-8511 さいたま市大宮区大門町1-32 大宮髙島屋7Ｆ

大宮駅

048-640-3111

くまざわ書店宮原店

331-0812 さいたま市北区宮原町1-854-1

宮原駅・土呂駅

048-661-8931

ブックデポ書楽

338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-5

北与野駅

048-859-4946

川越市

紀伊國屋書店川越店

350-0043 川越市新富町2-11-1

川越駅

049-224-2573

熊谷市

戸田書店熊谷店

360-0015 熊谷市肥塚4-131

越谷市

旭屋書店新越谷店

343-0845 越谷市南越谷1-11-4

千葉市

三省堂書店そごう千葉店

260-0028 千葉市中央区新町1000番

くまざわ書店ペリエ千葉本店

260-0031 千葉市中央区新千葉1丁目1-1

東京旭屋書店船橋店

273-8567 船橋市本町7-1-1

船橋市

0277-20-7220

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大宮宮原店3F
ｱﾙｰｻB館

まるひろｱﾈｯｸｽA

1・2F

西口

東口

東口

048-822-5321

048-599-3232
VARIE 3F
そごう千葉店9F
ﾍﾟﾘｴ千葉6F

東武百貨店船橋店6F

新越谷駅・南越谷駅

048-985-5501

千葉駅

043-245-8331

千葉駅

043-202-2900

船橋駅

北口

047-424-7331
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令和４年度 管理業務主任者試験

受験申込案内書

配布窓口

【書店】

配布期間；令和４年８月１日（月）～令和４年９月30日（金）

地区名
千葉県

店

郵便番号

住

所

最寄り駅

電話番号

273-0012 船橋市浜町2-1-1

船橋ららぽーと TOKYO-BAY 北館2Ｆ

南船橋駅

047-435-8381

ジュンク堂書店南船橋店

273-0012 船橋市浜町2-2-7

ﾋﾞﾋﾞｯﾄ南船橋１F

南船橋駅

047-401-0330

丸善津田沼店

275-0026 習志野市谷津7-7-1

津田沼駅

047-470-8311

くまざわ書店津田沼店

275-0016 習志野市津田沼1-1-1

津田沼駅

047-475-8311

堀江良文堂書店松戸店

271-0092 松戸市松戸1-1225

松戸駅

東口

047-365-5121

喜久屋書店松戸店

271-0092 松戸市松戸1307-1

松戸駅

西口

047-393-8066

流山市

紀伊國屋書店流山おおたかの森店

270-0139 流山市おおたかの森南1-5-1

新宿区

紀伊國屋書店新宿本店

160-0027 新宿区新宿3-17-7-3F

ブックファースト新宿店

160-0023 新宿区西新宿1-7-3

渋谷区

MARUZEN＆ジュンク堂書店渋谷店

150-8019 渋谷区道玄坂2-24-1

豊島区

ジュンク堂書店池袋本店

171-0022 豊島区南池袋2-15-5-5F

池袋駅

東口

03-5956-6111

旭屋書店池袋店

171-8512 豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店池袋店ﾌﾟﾗｻﾞ館7F

池袋駅

西口

03-3986-0311

三省堂書店池袋本店

171-0022 豊島区南池袋1-28-1

池袋駅

東口

03-6864-8900

新宿区

芳林堂書店高田馬場店

169-0075 新宿区高田馬場1-26-5

中央区

八重洲ブックセンター本店

船橋市

習志野市

松戸市

東京都

書
ＫＵＭＡＺＡＷＡ

ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ

ららぽーと船橋店

ﾌﾞﾛｯｸB棟3F
ﾎﾃﾙﾒｯﾂ津田沼4F

KITE MITE MATSUDO

7F

流山おおたかの森S･C本館2F

ﾓｰﾄﾞ学園ｺｸｰﾝﾀﾜｰ

B1･2F

東急百貨店本店7Ｆ

西武池袋本店別館地下1階

04-7156-6111

新宿駅

東口

03-3354-5703

新宿駅

西口

03-5339-7611
03-5456-2111

渋谷駅

高田馬場駅

03-3208-0241

104-8456 中央区八重洲2-5-1-2F

東京駅

03-3281-8202

丸善日本橋店

103-8245 中央区日本橋2-3-10 和書売場

東京ﾒﾄﾛ

日本橋駅

03-6214-2001

丸善丸の内本店

100-8203 千代田区丸の内1-6-4

和書ｸﾞﾙｰﾌﾟ

東京駅

丸の内北口

03-5288-8881

紀伊國屋書店大手町ビル店

100-0004 千代田区大手町1-6-1

大手町ﾋﾞﾙ1F

東京ﾒﾄﾛ

大手町駅

03-3201-5084

三省堂書店有楽町店

100-0006 千代田区有楽町2-10-1

書泉ブックタワー

101-0025 千代田区神田佐久間町1-11-1

くまざわ書店田町店

108-0023 港区芝浦3-1-21msbTamachi

くまざわ書店品川店

108-6002 港区港南2-15-2

墨田区

くまざわ書店錦糸町店

130-0013 墨田区錦糸2-2-1

大田区

くまざわ書店蒲田店

144-0052 大田区蒲田5-13-1

練馬区

くまざわ書店大泉学園店

178-0063 練馬区東大泉5-43-1

足立区

くまざわ書店西新井店

123-0843 足立区西新井栄町1-20-1

世田谷区

紀伊國屋書店玉川高島屋店

158-0094 世田谷区玉川3-17-1

武蔵野市

BOOKSルーエ

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-14-3

ジュンク堂書店吉祥寺店

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-11-5

千代田区

港区

F1ﾋﾞﾙ 3・4F

流山おおたかの森駅

東京交通会館2F

田町ｽﾃｰｼｮﾝﾀﾜｰ S4階

品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨＡ棟２階
ｱﾙｶｷｯﾄ錦糸町9Ｆ
東館6F
ゆめりあﾌｪﾝﾃA館 4F
ｱﾘｵ西新井3階

玉川高島屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ南館5Ｆ

ｺｽﾋﾟ吉祥寺B館6・7階

八重洲口

有楽町駅

東口

03-5222-1200

秋葉原駅

03-5296-0051

田町駅

03-5476-0510

品川駅

03-3472-0481

錦糸町駅

03-5610-3034

蒲田駅

03-3737-5351

大泉学園駅

03-5933-0216

西新井駅

03-5888-2840

二子玉川駅

03-3709-2091

吉祥寺駅

北口

0422-22-5677

吉祥寺駅

北口

0422-28-5333
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令和４年度 管理業務主任者試験

受験申込案内書

配布窓口

【書店】

配布期間；令和４年８月１日（月）～令和４年９月30日（金）

地区名

書

店

郵便番号

住

所

最寄り駅

電話番号

国分寺市

紀伊國屋書店国分寺店

185-0021 国分寺市南町3-20-3

CELEO国分寺8F

国分寺駅

小金井市

くまざわ書店IY武蔵小金井店

184-0004 小金井市本町6-14-9

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵小金井店3F

武蔵小金井駅

南口

042-382-5020

くまざわ書店武蔵小金井北口店

184-0004 小金井市本町5-11-2

MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ武蔵小金井駅前店B1F

武蔵小金井駅

北口

042-385-2351

オリオン書房ルミネ店

190-0012 立川市曙町2-1-1

ﾙﾐﾈ立川８F

立川駅

オリオン書房ノルテ店

190-0012 立川市曙町2-42-1

ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ3F

立川駅

ジュンク堂書店立川髙島屋店

190-8507 立川市曙町2-39-3

立川髙島屋S・C6階

立川駅

042-512-9910

町田市

久美堂本店

194-0013 町田市原町田6-11-10

町田駅

042-725-1330

調布市

くまざわ書店調布店

182-0024 調布市布田4-4-22 ﾄﾘｴ京王調布Ａ館4Ｆ

調布駅

042-490-2052

多摩市

MARUZEN多摩センター店

206-0033 多摩市落合1-46-1

ｺｺﾘｴ多摩ｾﾝﾀｰ5F

多摩センター駅

042-355-3220

ACADEMIAくまざわ書店桜ヶ丘店

206-0011 多摩市関戸1-11-1

京王聖跡ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰＡ館7Ｆ

聖跡桜ヶ丘駅

042-337-2531

くまざわ書店八王子店

192-0083 八王子市旭町2-11

八王子駅

042-625-1201

くまざわ書店八王子南口店

192-0904 八王子市子安町4-7-1

八王子駅

042-655-7560

神奈川県 川崎市

有隣堂アトレ川崎店

210-0007 川崎市川崎区駅前本町26-1-4F

川崎駅

東口

044-200-6831

横浜市

有隣堂横浜駅西口店

220-0004 横浜市西区北幸1-1-8

横浜駅

西口

045-311-6265

有隣堂伊勢佐木町本店

231-8623 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1

関内駅

南口

045-261-1231

紀伊國屋書店横浜店

220-8510 横浜市西区高島2-18-1

横浜駅

東口

045-450-5901

ACADEMIA港北店

224-0003 横浜市都筑区中川中央1-25-1

センター北駅

045-914-3320

くまざわ書店鶴見店

230-0051 横浜市鶴見区中央1-1-1

鶴見駅

045-501-5211

二俣川駅

045-360-1177

東京都

立川市

八王子市

ｻｻﾞﾝｽｶｲﾀﾜｰ八王子1F

ｴｷﾆｱ横浜B3F
5Ｆ

そごう横浜店7F
ﾉｰｽﾎﾟｰﾄﾓｰﾙ3Ｆ

ｼｱﾙ鶴見5F

くまざわ書店ジョイナステラス二俣川店 241-0821 横浜市旭区二俣川2-50-14 ＪＯＩＮＵＳ

ＴＥＲＲＡＣＥ5Ｆ

042-325-3991

南口

042-527-2311
北口

042-522-1231

藤沢市

ジュンク堂書店藤沢店

251-0052 藤沢市藤沢559 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ藤沢店7･8F

藤沢駅

0466-52-1211

相模原市

くまざわ書店相模大野店

252-0303 相模原市南区相模大野3-8-1

相模大野駅

042-767-1285

ACADEMIAくまざわ書店橋本店

252-0146 相模原市緑区大山町1-22 ｱﾘｵ橋本店1Ｆ

橋本駅

042-700-7020

横須賀市

くまざわ書店横須賀店

238-0041 横須賀市本町2-1-12 ｺｰｽｶﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾄｱｰｽﾞ4F

山梨県

甲府市

ジュンク堂書店甲府岡島店

400-8660 甲府市丸の内1-21-15 岡島百貨店6F

甲府駅

055-231-0606

新潟県

新潟市

紀伊國屋書店新潟店

950-0088 新潟市中央区万代1-5-1

ﾗﾌﾞﾗ万代6F

新潟駅

025-241-5281

ジュンク堂書店新潟店

950-0911 新潟市中央区笹口1-1

ﾌﾟﾗｰｶ1/B1F･1F

新潟駅

富山県

富山市

Booksなかだ掛尾本店

939-8212 富山市掛尾町180-1

石川県

金沢市

うつのみや金沢香林坊店

920-0961 金沢市香林坊2-1-1

福井県

福井市

勝木書店新二の宮店

910-0015 福井市二の宮5-18-8

小田急相模大野ｽﾃｰｼｮﾝｽｸｴｱＡ棟6Ｆ

東急ｽｸｴｱB1F

南口

046-821-2403

南口

025-374-4411

富山駅よりバス

076-492-1192

金沢駅

076-234-8111

八ツ島駅

0776-27-4678
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令和４年度 管理業務主任者試験

受験申込案内書

配布窓口

【書店】

配布期間；令和４年８月１日（月）～令和４年９月30日（金）

地区名

書

店

郵便番号

長野県

長野市

平安堂長野店

380-8539 長野市南千歳1-1-1

岐阜県

大垣市

ACADEMIA大垣店

静岡県

静岡市
浜松市
名古屋市

愛知県

三重県

住

所

ながの東急百貨店別館ｼｪﾙｼｪ2F

最寄り駅

電話番号

長野駅

026-224-4550

503-0015 大垣市林町6-80-21 ｱｸｱｳｫｰｸ大垣２F

大垣駅

0584-77-6450

MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店

420-8508 静岡市葵区鷹匠1丁目1-1

静岡

054-275-2777

谷島屋連尺店

430-0939 浜松市中区連尺町309-1

連尺交差点近く

053-453-9121

ジュンク堂書店名古屋店

450-0002 名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル１F

名古屋駅

052-589-6321

丸善名古屋本店

460-0008 名古屋市中区栄3-8-14

市営地下鉄栄駅徒歩7分

052-238-0320

ジュンク堂書店名古屋栄店

460-0004 名古屋市中区新栄町1-1

市営地下鉄栄駅徒歩5分

052-212-5360

三省堂書店名古屋本店

455-0035 名古屋市中村区名駅1-1-3

豊橋市

精文館書店

440-8517 豊橋市広小路1-6

豊山町

紀伊國屋書店名古屋空港店

480-0288 西春日井郡豊山町豊場林先1-8

四日市市

TSUTAYA四日市店

510-0822 四日市市芝田1-10-3

丸善四日市店

510-8585 四日市市諏訪栄町7-34 近鉄百貨店四日市店B1F

059-359-2340
077-516-1118

新静岡ｾﾉﾊﾞ5F

明治安田生命名古屋ﾋﾞﾙ B1F
高島屋ｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾓｰﾙ８階

052-566-6801
0532-54-2345

ｴｱﾎﾟｰﾄｳｫｰｸ名古屋401

西春駅よりﾊﾞｽ

0568-39-3851

四日市駅

059-354-0171

徒歩10分

滋賀県

草津市

喜久屋書店草津店

525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地

ｲｵﾝﾓｰﾙ草津2Ｆ

京都府

京都市

大垣書店イオンモールKYOTO店

601-8417 京都市南区八条通西洞院下ル

ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO Kaede館2F

丸善京都本店

604-8032 京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL/B1･B2F

紀伊國屋書店梅田本店

530-0012 大阪市北区芝田1-1-3

ジュンク堂書店大阪本店

530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島ｱﾊﾞﾝｻﾞ2･3F

大阪駅

06-4799-1090

MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店

530-0013 大阪市北区茶屋町7-20 ﾁｬｽｶ茶屋町B1F-7F

梅田駅

06-6292-7383

紀伊國屋書店グランフロント大阪店

530-0011 大阪市北区大深町4-20 ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ｼｮｯﾌﾟ＆ﾚｽﾄﾗﾝ南館6Ｆ

大阪駅

06-7730-8451

ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店

545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのﾊﾙｶｽ近鉄本店ｳｨﾝｸﾞ館7階

06- 6626-2151

ジュンク堂書店上本町店

543-8543 大阪市天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店上本町店11階

06- 6771-1005

紀伊國屋書店本町店

541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

市営地下鉄

ジュンク堂書店難波店

556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3

難波駅

06-4396-4771

旭屋書店なんばCITY店

542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY/B2F

難波駅

06-6644-2551

紀伊國屋書店天王寺ミオ店

543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ＭＩＯ9F

天王寺駅

06-6776-7091

喜久屋書店阿倍野店

545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目5-31

天王寺駅

06-6634-8606

ジュンク堂書店天満橋店

540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1

天満橋駅

06-6920-3730

くまざわ書店津久野店

593-8329 堺市西区下田町20-1

紀伊國屋書店堺北花田店

591-8008 堺市北区東浅香山町4丁1-12-136 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田ﾌﾟﾗｳ4F

大阪府

大阪市

堺市

阪急三番街1F

075-692-3331

京都駅

075-253-1599
阪急

ﾏﾙｲﾄ難波ﾋﾞﾙ3F

ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ2Ｆ

京阪ｼﾃｨﾓｰﾙ7Ｆ

06-6372-5821

梅田駅

堺筋本町駅

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ津久野店2F

06-4705-4556

072-268-6205
地下鉄御堂筋線

北花田駅

072-246-5566
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令和４年度 管理業務主任者試験

受験申込案内書

配布窓口

【書店】

配布期間；令和４年８月１日（月）～令和４年９月30日（金）

地区名
兵庫県

書

店

郵便番号

住

所

ﾗｿﾗ川西4F

紀伊國屋書店川西店

666-0033 川西市栄町11-1

神戸市

ジュンク堂書店三宮店

650-0021 神戸市中央区三宮町1-6-18

三ノ宮駅

南口

078-392-1001

三ノ宮駅

南口

078-252-0777

阪急

ジュンク堂書店三宮駅前店

651-0096 神戸市中央区雲井通6-1-15 ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ7F

喜久屋書店北神戸店

651-1515 神戸市北区上津台8-1-1

尼崎市

くまざわ書店あまがさき店

661-0976 尼崎市潮江1-3-1

明石市

ジュンク堂書店明石店

673-0891 明石市大明石町1丁目6-1

姫路市

ジュンク堂書店姫路店

670-0914 姫路市豆腐町232 ﾋﾞｵﾚ姫路2/2F

奈良市

啓林堂書店奈良店

630-8225 奈良市西御門町1-1

北葛城郡

文教堂キャップ書店王寺店

636-0003 北葛城郡王寺町久度2-2-1

橿原市

喜久屋書店橿原店

634-0837 橿原市曲川町7丁目20-1

和歌山県 和歌山市

宮脇書店ロイネット和歌山店

640-8156 和歌山市七番丁26-1

島根県

松江市

今井書店グループセンター店

岡山県

岡山市

広島県

電話番号

川西市

神戸市

奈良県

最寄り駅
川西能勢口駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北2Ｆ

あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ３F

078-983-3755
06-6470-3441

尼崎駅

ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし2階

ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館3F

078-918-6670
079-221-8280
近鉄奈良駅

0742-20-8001

王寺駅

0745-34-2346

ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3Ｆ

ﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ1F・2F

072-740-2622

0744-20-3151
和歌山市駅、JR和歌山駅

073-402-1472

690-0058 松江市田和山町88

松江駅よりバス

0852-20-8811

紀伊國屋書店クレド岡山店

700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTｸﾚﾄﾞ岡山ﾋﾞﾙ2F

岡山駅より市電

086-212-2551

倉敷市

喜久屋書店倉敷店

710-0802 倉敷市水江１番地

広島市

紀伊國屋書店広島店

730-0036 広島市中区基町6-27 ｱｸｱ広島ｾﾝﾀｰ街6F

広島電鉄

ジュンク堂書店広島駅前店

732-0822 広島市南区松原町9-1

広島駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2Ｆ

福屋広島駅前店10F

086-430-5450
紙屋町駅
南口

082-225-3232
082-568-3000

MARUZEN広島店

730-0021 広島市中区胡町5-22 天満屋八丁堀ﾋﾞﾙ7・8F

広島電鉄胡町駅

082-504-6210

山口市

文榮堂本店

753-0047 山口市道場門前1-3-11

山口駅

083-922-5611

下関市

くまざわ書店下関店

750-0025 下関市竹崎町4-4-7

ｼｰﾓｰﾙest4Ｆ

下関駅

083-228-0401

徳島県

徳島市

紀伊國屋書店徳島店

770-0831 徳島市寺島本町西1-5

ｱﾐｺ東館8F

徳島駅

088-602-1611

愛媛県

松山市

ジュンク堂書店松山三越店

790-8532 松山市一番町3-1-1

香川県

高松市

宮脇書店本店

760-0029 高松市丸亀町4-8

高松駅

087-851-3733

福岡県

北九州市

ブックセンタークエスト小倉本店

802-0077 北九州市小倉北区馬借1-4-7

小倉駅

093-522-3912

くまざわ書店小倉店

802-0001 北九州市小倉北区浅野1-1-1

小倉駅

093-512-1214

紀伊國屋書店福岡本店

812-0012 福岡市博多区博多駅中央街2-1

博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ6F

博多駅

092-434-3100

MARUZEN博多店

812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1

JR博多ｼﾃｨ8Ｆ

博多駅

092-413-5401

ジュンク堂書店福岡店

810-0041 福岡市中央区大名1-15-1

紀伊國屋書店ゆめタウン博多店

812-0055 福岡市東区東浜1-1-1

ゆめﾀｳﾝ博多2F

博多駅よりバス

092-643-6721

紀伊國屋書店久留米店

839-0865 久留米市新合川1-2-1

ゆめﾀｳﾝ久留米2F

西鉄久留米駅

0942-45-7170

山口県

福岡市

久留米市

松山三越5F

JR小倉駅駅ﾋﾞﾙｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ6F

089-915-0075

天神西通ﾘｽｸｴｱﾋﾞﾙ

092-738-3322
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令和４年度 管理業務主任者試験

受験申込案内書

配布窓口

【書店】

配布期間；令和４年８月１日（月）～令和４年９月30日（金）

地区名
佐賀県

書

店

郵便番号

住

佐賀市

紀伊國屋書店佐賀店

849-0919 佐賀市兵庫北5-14-1

所

最寄り駅

電話番号

ゆめﾀｳﾝ佐賀2F

佐賀駅

0952-36-8171

長崎駅

095-811-4919

佐世保中央駅

0956-37-2895

光の森駅

096-233-1700

長崎市

紀伊國屋書店長崎店

850-0010 長崎市元船町10-1

ゆめﾀｳﾝ夢彩都4F

佐世保市

くまざわ書店佐世保店

857-0871 佐世保市本島町4-7

ＴＷＩＮＫＬＥ

熊本県

菊池郡

紀伊國屋書店熊本光の森店

869-1108 菊池郡菊陽町光の森7-33-1

大分県

大分市

ジュンク堂書店大分店

870-0035 大分市中央町2-3-4

大分中央BESTﾋﾞﾙ

大分駅

097-536-8181

ジュンク堂書店鹿児島店

892-0826 鹿児島市呉服町6-5

ﾏﾙﾔｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ6階

鹿児島駅

099-216-8838

紀伊國屋書店鹿児島店

890-0053 鹿児島市中央町1-1

ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ4F

鹿児島中央駅

099-812-7000

ブックスミスミオプシア

890-0073 鹿児島市宇宿2-3-5

ｵﾌﾟｼｱｽﾐｽ1F

球陽堂書房メインプレイス店

900-0006 那覇市おもろまち4-4-9

ジュンク堂書店那覇店

900-0013 那覇市牧志1-19-29 D-naha B1～3F

長崎県

鹿児島県 鹿児島市

沖縄県

那覇市

Ｂ１

ゆめﾀｳﾝ光の森2F

ｻﾝｴｰﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ2F

099-813-7012
おもろ町駅

美栄橋駅

徒歩７分

098-951-3456
098-860-7175
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