
令和４年６月１３日

（公財）運行管理者試験センター

令和４年度第１回運行管理者試験の試験会場を、次のとおり「お知らせ」します。
なお、試験会場は変更される場合がありますので、試験会場予約時にもう一度ご確認ください。

試験地 市区町村 試験会場名
札幌市北区 イーエデュケーションズ　札幌テスティングセンター
札幌市中央区 TAC札幌校
札幌市中央区 TKP札幌カンファレンスセンター(ミーティングルーム6E)

函館 函館市 キャリアスタッフ研修センター
苫小牧 苫小牧市 北洋大学　中講義室
帯広 帯広市 ペガサス帯広テストセンター

釧路市 わくわくパソコン教室 新川校
釧路市 釧路ワープロ学院

北見 北見市 栗原学園39キャンパス　テストセンター
旭川市 ＰＣカレッジメディア旭川校
旭川市 パソコン・ビジネス教室　ネクストステップ　ラーニングカレッジ
青森市 パソコン教室なるほ堂
弘前市 キャリアI・M・S弘前教室
盛岡市 盛岡菜園テストセンター
釜石市 釜石テストセンター
一関市 ハロー！パソコン教室 一関校
仙台市青葉区 TAC 仙台校
仙台市青葉区 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口(ミーティングルーム6G)
郡山市 ウェッブストーリー郡山校テストセンター
いわき市 ハロー！パソコン教室いわき平校
福島市 カルチャーコミュニケーション福島テストセンター
郡山市 カルチャーコミュニケーション郡山テストセンター
秋田市 アイネックストレーニングセンター
北秋田市 みくにコンピュータースクール北秋田テストセンター
大館市 みくにコンピュータースクール大館テストセンター
山形市 ITSパソコンスクール
山形市 山形テルサ 研修室B
新潟市西区 パソコン教室ダイマック小新教室
長岡市 パソコンスクールNET
新潟市中央区 新潟中央区テストセンター
松本市 越田コンピュータ学院
長野市 ピュアテストセンター
飯田市 伊坪ビジネス　テストセンター
長野市 長野新田町テストセンター
富山市 テストセンター富山
中新川郡上市町 ステップアップ上市オフィステストセンター
富山市 富山産業展示館テクノホール東館２F大会議室
金沢市 Ｌ＆Ｌコンピュータスクール金沢校
金沢市 TKP金沢カンファレンスセンター(ミーティングルーム6A)
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水戸市 クリエートPCスクール
土浦市 土浦テストセンター
つくば市 つくばビジネスカレッジ専門学校
つくば市 ハロー！パソコン教室トナリエクレオつくば校
宇都宮市 エヌシーエス宇都宮テストセンター
下野市 ウイング自治医大駅前教室
宇都宮市 TKPガーデンシティ宇都宮(ルーム名：オリオン)
前橋市 フジコー株式会社ビーイング
高崎市 GROW高崎テストセンター
高崎市 高崎あら町テストセンター
朝霞市 アイパソコンスクール朝霞教室
さいたま市大宮区 TAC 大宮校
さいたま市大宮区 TKPガーデンシティPREMIUM大宮（カンファレンスルーム2D）
富士見市 パソコンスクールステップみずほ台テストセンター
春日部市 春日部 テストセンター
流山市 TOPパソコンスクール南流山校
千葉市美浜区 TKPガーデンシティ幕張(ルーム名：ヴィクトリー)
習志野市 TAC 津田沼校
柏市 TPSキャリアカレッジ柏校
八千代市 TPSキャリアカレッジ八千代勝田台校
市川市 TPSキャリアカレッジ市川校
立川市 TAC 立川校
町田市 TAC 町田校
中央区 TAC 八重洲校
豊島区 TAC 池袋校
新宿区 TAC 新宿校
渋谷区 TAC 渋谷校
新宿区 ANES新宿センタービルテストセンター
新宿区 飯田橋CBTセンター
新宿区 高田馬場テストセンター
目黒区 パソコンスクールスキップ武蔵小山
世田谷区 キュリオステーション下高井戸店
平塚市 平塚テストセンター
横須賀市 パソコンスクール衣笠教室
横浜市西区 TAC 横浜校
横浜市西区 TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口(カンファレンスルーム6C)
川崎市 武蔵小杉テストセンター
横浜市西区 横浜テストセンター
甲府市 ＪＥＳパソコンスクール甲府
甲府市 甲府記念日ホテル　10Fクリスタルルーム
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福井市 パソコン教室ウォンツ！福井本校
福井市 アイビーエージェント株式会社 教育センター
岐阜市 デジタルプラザ キュリオステーション田神 テストセンター
岐阜市 JR岐阜駅会場
沼津市 ＶＩＴ沼津駅南口テストセンター
駿東郡長泉町 タグパソコンスクール
静岡市駿河区 静岡駅南口試験会場
浜松市 浜松駅南スルガビル テストセンター
一宮市 キュリオステーション一宮校
瀬戸市 上島パソコンスクール
豊橋市 豊橋テストセンター
知多郡武豊町 アドバンスパソコン教室 武豊
名古屋市中村区 TAC 名古屋校
名古屋市熱田区 名古屋　金山駅南口会場
名古屋千種区 名古屋　千種駅前試験会場
名古屋市中区 TKP名古屋栄カンファレンスセンター(カンファレンスルーム7D)
津市 合同会社ＷＩＮＫＩＤＳ　津駅東口試験センター
伊勢市 マテリアル伊勢テストセンター
津市 津駅西口テストセンター
四日市市 四日市テストセンター
大津市 パソコン教室わかるとできるアル・プラザ瀬田校
守山市 守山駅前会場
京都市中京区 烏丸御池テストセンター
京都市右京区 モーリス京都テストセンター太秦校
京都市下京区 TAC 京都校
京都市下京区 TKP京都四条駅前カンファレンスセンター(ミーティングルーム8D)
福知山市 福知山篠尾新町テストセンター
大阪市北区 PCカレッジ東梅田校
大阪市北区 TAC 梅田校
大阪市北区 TKP大阪梅田駅前ビジネスセンター（カンファレンスルーム7A）
豊中市 パソコンジムトヨナカ
大阪市都島区 京橋片町口テストセンター
吹田市 江坂ビジネスセンター
神戸市北区 キャリアスクールあすか神戸テストセンター
神戸市中央区 ジョイナスカレッジ三宮駅前テストセンター
姫路市 姫路市民会館前テストセンター
神戸市中央区 TAC 神戸校
神戸市須磨区 スタディPCネット板宿校
尼崎市 尼崎市中小企業センター 401会議室
橿原市 大和八木駅前センター
磯城郡田原本町 タウン光パソコンスクール　田原本教室
奈良市 テストセンター奈良（富雄個別塾内）
和歌山市 フォレストパソコンスクール
橋本市 ジェイ・アンド・エス
和歌山市 和歌山十番丁テストセンター
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鳥取市 ナレッジサポート
境港市 米子情報処理センター
倉吉市 倉吉ほうきテストセンター
松江市 LEC松江殿町校
益田市 ソコロシステムズ益田テストセンター
倉敷市 スクールAKIJOHO倉敷中央テストセンター
岡山市 TKPガーデンシティ岡山(ミーティングルーム4F)
福山市 マテリアル福山
広島市中区 TAC 広島校
広島市中区 TKP広島本通駅前カンファレンスセンター(ミーティングルーム6B)
山口市 山口パソコン教室テストセンター
防府市 防府試験会場
下関市 山口下関唐戸テストセンター

徳島県 徳島市 徳島県教育会館　会議室２
香川県 高松市 サン・イレブン高松　３F会議室

松山市 アルゴ・コンピュータスクール
松山市 ハロー！パソコン教室　ジョー・プラ南松山校
宇和島市 みんなのパソコン教室　宇和島本校
高知市 ハロー！パソコン教室　フジグラン高知校
高知市 ハロー！パソコン教室　ベスト電器高知本店校
香南市 ハロー！パソコン教室　フジグラン野市校
福岡市博多区 HAKATA LINKS 東光テストセンター
福岡市中央区 福岡天神テストセンター
福岡市東区 アポロパソコンスクール香椎駅前テストセンター
北九州市八幡西区 八幡西テストセンター
久留米市 キュリオステーション久留米店
筑後市 パソコンスクールPCワークス
福岡市博多区 福岡看護医療予備校博多駅前校テストセンター
古賀市 福岡国際高等学院
福岡市中央区 TAC 福岡校
佐賀市 プライムテストセンター
佐賀市 株式会社エヌビーコム
佐賀市 佐賀県教育会館　１F第一会議室
佐世保市 SASEBO LINKS 佐世保テストセンター
長崎市 長崎県勤労福祉会館 第2中会議室
熊本市 パソコンスクールシステムランド熊本校
熊本市 TAC 熊本校
大分市 ハロー！パソコン教室　フレスポ春日浦校
別府市 ふゅーちゃーパソコン教室
宮崎市 パソコンスクールシステムランド宮崎校
宮崎市 パソコンスクール　モノリス宮崎
鹿児島市 アィティシステム
鹿児島市 鹿児島西田橋西口テストセンター
那覇市 尚学院テストセンター
那覇市 沖縄ペットワールド専門学校
石垣市 PC－ワールド石垣島会場
宮古島 創研　沖縄宮古島テストセンター
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