
マンション管理士試験

■　「受験案内・申込書　配布一覧　（九州・沖縄）

「受験案内・申込書」は令和4年8月1日（月）～ 9月30日（金）の間、下記の配布場所に置かせていただいております。

ダウンロードで入手することもできますので、ご利用ください。 受験案内・申込書のダウンロード

福岡市博多区東公園7-7

/TEL：092-643-3732

福岡市中央区天神1-8-1

/TEL：092-711-4598

福岡市中央区大名1-15-1　天神西通りスクエアビル

/TEL：092-738-3322

福岡市東区箱崎2-54-1

/TEL：092-645-1012

福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多 2F

/TEL：092-643-6721

福岡市博多区博多駅前2-8-1

/TEL：092-419-1011

福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル

ビル 6F　/TEL：092-434-3100

福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ 8Ｆ

/TEL：092-413-5401

福岡市中央区大名2-5-31

/TEL：092-718-1013

福岡市南区塩原3-25-1

/TEL：092-559-5017

福岡市西区内浜1-4-1

/TEL：092-895-7007

福岡市西区西都2-1-1

/TEL：092-806-0004

福岡市城南区鳥飼6-1-1

/TEL：092-833-4053

福岡市早良区百道2-1-1

/TEL：092-833-4307

福岡市早良区東入部2-14-8

/TEL：092-804-2011

北九州市小倉北区城内1-1

/TEL：093-582-2592

北九州市小倉北区馬借1-4-7

/TEL：093-522-3912

北九州市小倉北区浅野1-1-1　JR小倉駅ビル 

アミュプラザ 6F　/TEL：093-512-1214

久留米市新合川1-2-1　ゆめタウン久留米 2F

/TEL：0942-45-7170

書店 ジュンク堂書店　福岡店
福岡駅

天神駅

区役所

9:00～17:00

8:30～17:15

小倉駅

北九州市　建築都市局　住宅部　住宅計画課

西鉄

久留米駅

ブックセンタークエスト　小倉本店北九州市

紀伊國屋書店　久留米店

くまざわ書店　小倉店 小倉駅

久留米市

区役所

区役所

区役所

市役所

書　店

9:30～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00福岡市　西部出張所

福岡市　西区役所　総務部　企画振興課

博多駅より

バス

書　店

書　店

書　店

区役所

区役所

区役所

福岡市　入部出張所 

福岡市　早良区役所　総務部　企画課

福岡市　城南区役所　総務部　企画共創課

書　店

区役所

書　店 博多駅

福岡市　博多区役所　総務部　総務課

9:00～17:00

福岡県

都道府県 市区町村 区分 名称
窓口受付時間

または最寄駅
住所／電話番号

紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

福岡市　東区役所　総務部　企画振興課　

福岡市　住宅都市局　住宅部　住宅計画課

福岡県　建築都市部　住宅計画課 9:00～17:00

福岡市

県　庁

市役所

区役所

博多駅

福岡市　南区役所　総務部　企画振興課

福岡市　中央区役所　総務部　企画振興課

ＭＡＲＵＺＥＮ　博多店

紀伊國屋書店　福岡本店

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

https://www.mankan.org/download.html


佐賀市城内1-1-59

/TEL：0952-25-7165

佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめタウン佐賀 2F

/TEL：0952-36-8171

長崎市尾上町3-1 県庁行政棟 6階

/TEL：095-894-3104

長崎市大橋町11-1

/TEL：095-844-2181

長崎市元船町10-1 ゆめタウン夢彩都 4F

/TEL：095-811-4919

佐世保市木場田町3-25

/TEL：0956-23-1816

佐世保市本島町4-7 TWINKLE　B1F

/TEL：0956-37-2895

島原市城内1-1205

/TEL：0957-63-5599

諫早市永昌東町25-8

/TEL：0957-22-0010

対馬市厳原町宮谷224

/TEL：0920-52-0398

壱岐市郷ノ浦町本村触570

/TEL：0920-47-1127

五島市福江町7-1

/TEL：0959-72-2734

長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2

/TEL：0959-42-1141

熊本市中央区水前寺6-18-1 行政棟本館 12階

/TEL：096-333-2547

熊本市中央区手取本町1-1 市庁舎 9階

/TEL：096-328-2989

菊池郡菊陽町光の森7-33-1 ゆめタウン光の森 2F　 

/TEL：096-233-1700

大分市大手町3-1-1

/TEL：097-506-4677

大分市中央町2-3-4 大分中央BESTビル

/TEL：097-536-8181

宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県防災庁舎8階

/TEL：0985-24-2744

鹿児島市鴨池新町10-1 行政庁舎 15階

/TEL：099-286-3740

鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ 6F

/TEL：099-216-8838

鹿児島県 鹿児島市

宮崎市宮崎県

長崎県　県央振興局　建設部　建築課

県　庁

県　庁

書　店

長崎県

熊本県

大分県 大分市

新上五島町

五島市

壱岐市

対馬市

諫早市

島原市

佐世保市

熊本市　都市建設局　住宅部　住宅政策課

熊本県　土木部　建築住宅局　住宅課

鹿児島駅

8:30～17:00

8:30～17:15

大分駅

8:30～17:15

光の森駅

8:30～17:15

9:00～17:00

ジュンク堂書店　鹿児島店

鹿児島県　土木部　建築課

宮崎県　県土整備部　建築住宅課　

ジュンク堂書店　大分店

大分県　土木建築部　建築住宅課

紀伊國屋書店　熊本光の森店

県　庁

書　店

他行政

他行政

他行政

県　庁

市役所

書　店
菊池郡

菊陽町

熊本市

他行政

書　店

他行政

他行政

他行政

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00長崎県　上五島支所　建設部　管理･用地課

長崎県　五島振興局　建設部　管理･用地課

長崎県　壱岐振興局　建設部　管理･用地課

長崎県　対馬振興局　建設部　管理課 9:00～17:00

9:00～17:00長崎県　土木部　住宅課

9:00～17:00

9:00～17:00

くまざわ書店　佐世保店

長崎県　県北振興局　建設部　建築課

紀伊國屋書店　長崎店

長崎県　長崎振興局　建設部　建築課

9:00～17:00

長崎駅

9:00～17:00

長崎県　島原振興局　建設部　建築課

佐世保中央

駅

住所／電話番号区分

佐賀駅

8:30～17:15

紀伊國屋書店　佐賀店

佐賀県　県土整備部　建築住宅課　

佐賀県 佐賀市

名称
窓口受付時間

または最寄駅
都道府県 市区町村

書　店

県　庁

書　店

県　庁

他行政長崎市



鹿児島市中央町1-1　アミュプラザ 4F

/TEL：099-812-7000

鹿児島市宇宿2-3-5 オプシアミスミ 1F

/TEL：099-813-7012

那覇市泉崎1-2-2  県庁行政棟 10階北側

/TEL：098-866-2418

那覇市おもろまち4-4-9 サンエーメインプレイス2F

/TEL：098-951-3456

那覇市牧志1-19-29 D-naha　B1-3F

/TEL：098-860-7175

鹿児島県 鹿児島市

沖縄県 那覇市 球陽堂書店　メインプレイス店
おもろ町駅

徒歩7分

美栄橋駅

8:30～17:15

ジュンク堂書店　那覇店

沖縄県　土木建築部　住宅課

都道府県 市区町村 区分 名称
窓口受付時間

または最寄駅

県　庁

書　店

書　店

脇田・

宇宿
ブックスミスミオプシア書　店

書　店 紀伊國屋書店　鹿児島店
鹿児島中央

駅

住所／電話番号


