
令和4年度

賃貸不動産経営管理士試験
受験申込案内書

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
受付センター

●試験日時
　　令和 4年 11月20日（日）　１3：00～15：00（120 分間）

●申込期間
　　令和 4年 8 月15日（月）～令和 4年 9 月29日（木）
　　　　　　（12：00）　　　　　　　  （23：59）

TEL 0476-33-6660　FAX 050-3153-0865

（電話受付：平日10:00～17:00、FAX受付：24時間）

https：// www.chintaikanrishi.jp
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1．受験申込から合格発表までの流れ

インターネットによる登録。書面での申請も可能。試験合格者には、
合格通知書と併せて登録手続きに必要な書類を送付。

登録完了後、賃貸不動産経営管理士認定証書（賞状タイプ）を送付。
賃貸不動産経営管理士証（カード）は希望者のみ発行。

（参考：合格後の登録手続きについて）

※�受験希望者はこの「受験申込案内書」を最後までよく読み、同意したうえで申込み手続きを
してください。
※�電話による問い合わせは、混雑が予想されますので、この「受験申込案内書」をよく読み、
不明な点に限りご照会くださいますようお願い申し上げます。
※この「受験申込案内書」は、合格発表時まで大切に保管しておいてください。

受験票の発送
令和4 年11 月上旬発送予定　試験会場及び受験番号、記載事項を確認

試　　験
令和4 年１１月20 日（日）　13：00 ～ 15：00（120 分間）

合格発表
令和4 年12 月26 日（月）　　　　ホームページに合格者の受験番号の掲載
令和5 年  1 月10 日（火）（予定）　合格者に合格通知を送付

登録手続き

登録

〈インターネットによる申込み〉

③受験手数料の払込み
クレジットカード決済またはコンビニ決済、 
ペイジー決済を選択
コンビニ決済、ペイジー決済を選択した場合の
払込みは9 月30 日（金）まで有効

①顔写真を用意 

〈郵送による申込み〉

②受験申込書に必要事項を記入

③受験手数料の払込み
郵便局又は銀行の窓口にて払込み
払込期間：9 月29 日（木）扱い分まで

④受験申込書提出
所定の封筒を使い郵便局の郵便窓口から 
簡易書留で郵送する
郵送締切：9 月29 日（木）当日消印有効

②受験申込フォームに必要事項を入力
申込入力期間： 8 月15 日（月）12 時00 分～ 

9 月29 日（木）23 時59 分

①顔写真ファイルを用意
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2．試験実施概要

◆賃貸不動産経営管理士試験
本試験は、賃貸住宅の管理に関する知識・技術・倫理観を持ち、適正な管理業務を行うための幅
広い専門知識を有する専門家である「賃貸不動産経営管理士」として必要な知識を問う試験です。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和 2 年法律第 60 号）において、賃貸住宅管理
業務を行ううえで「業務管理者」の設置が義務付けられ、その「業務管理者」の要件として賃貸
不動産経営管理士が位置付けられています。管理業務に関する必要な知識と能力を有すると証明
する事業（同法施行規則第 14 条第 1 項）として、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が
国土交通大臣より登録証明事業実施機関の登録を受け、本試験を実施しています。

◆試験日時
令和 4 年 11 月 20 日（日）13：00 ～ 15：00（120 分間）

◆試験会場
全国 35 地域（詳細は本書 P.5 の「試験会場」を参照）

◆受験手数料
13,200 円［税込み］

◆受験資格
本試験は、年齢、性別、学歴等に制約はありません。どなたでも受験できます。
だだし、試験に合格後、資格登録を行うには以下の登録要件を満たすことが必要となります
のでご留意願います。

◆登録要件
試験合格後、資格登録を行うには以下の登録要件を満たす必要があります。

　賃貸不動産経営管理士試験の合格者で以下の①または②を満たす者
　　　①管理業務に関し 2 年以上の実務の経験を有する者
　　　②その実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者
　　　　※②は実務経験 2 年とみなす講習の修了をもって代える者等を指す。

但し、以下に該当する者は登録を受けることができません。
（1）営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
（2）破産者で復権を得ない者
（3） 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から５年を経過していない者
（4） 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）

若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）の規
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3．受験申込方法
受験申込には、「インターネットによる申込み」と「郵送による申込み」の 2 種類の方法があ
ります。

■ インターネットによる申込み  
◆申込期間
令和 4年 8月 15 日（月）　12：00�～�令和 4年 9月 29 日（木）　23：59 まで

◆事前準備
（1）インターネットに接続されたＰＣ

　　推奨環境：「Google Chrome」または「Microsoft Edge」（最新版）

定（同法第 32 条の 3 第 7 項及び第 32 条の 11 第 1 項の規定を除く。）に違反したことに
より、又は刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の 2、
第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正 15 年法律第
60 号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

（5） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は
同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

（6） 登録を抹消され、その抹消の日から５年を経過しない者（前各号に該当し登録を抹消さ
れた者を除く。）

（7） 精神の機能の障害により業務管理者として必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う
ことができない者

※ 令和 6 年 1 月から、試験合格後 1 年以上が経過してから資格登録手続きを行う方を対象と
した、「登録講習（仮称）」を実施する予定です。対象者は登録講習を受講し、修了するこ
とが資格登録の要件となります。

◆試験の出題範囲
賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準を置くものとし、
試験すべき事項はおおむね次のとおりとする。

イ 管理受託契約に関する事項
ロ 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
ハ 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
ニ 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
ホ 法に関する事項
へ イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項

※ 問題中の法令等に関する部分は、令和 4 年 4 月 1 日現在施行されている規定に基づいて出題
する。
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（2）利用可能なメールアドレス

　事前にメールアドレスの登録が必要です。登録したアドレスに申込完了等の確認メールを
送信します。必ず「shiken@c-keieikanrishi.jp」「system@p01.mul-pay.com」からのメールが
受信できるようあらかじめ設定をしてください。
（3）顔写真ファイル

　無帽・無背景で正面から上半身を写した写真を申込み時にアップロードしていただきます。

◆申込情報の入力
（1）メールアドレスの登録
　「賃貸不動産経営管理士試験受験申込サイト（https://c-keieikanrishi.jp/top.php）」にログ
インするためのアドレスを登録してください。

（2）受験申込サイトへのログイン
　（1）で登録したメールアドレス宛に配信される「賃貸不動産経営管理士試験受験申込サイト

（https://c-keieikanrishi.jp/top.php?mode=login）」にログインしてください。
（3）必要事項の入力等
　「賃貸不動産経営管理士試験受験申込サイト（https://c-keieikanrishi.jp/top.php?mode=login）」
において受験申込に必要な情報の入力および顔写真のアップロードをしてください。

◆受験手数料の支払手続き
（1）受験手数料：13,200 円（税込）

（2）支払方法：クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済の3種類の方法があります。

　①クレジットカード決済：「賃貸不動産経営管理士試験受験申込サイト」で行えます。
　②コンビニ、ペイジー決済：決済方法選択後に届くメールに従ってお手続きください。
　　※受験手数料の支払いをもって「申込完了」となります。

　　※いったん払い込まれた受験手数料は一切返還いたしません。

　　※払込手数料等は受験申込者の負担となります。

　　※�受験手数料を期日内にお支払いください。支払いが確認できない場合、自動的にキャ

ンセル扱いとなります。

■ 郵便による申込み  
・申込期間：令和 4 年 8 月 15 日（月）～令和 4 年 9 月 29 日（木）消印有効
・ 詳細についてはホームページ（https://www.chintaikanrishi.jp）にてご確認ください。
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4．受験票の発送
（1）受験票の送付時期は、11月上旬を予定しております。
（2）受験申込書受付後、不備事項のないものについて、受験票を現住所（書類送付先に勤務先を

希望する場合は、受験申込書記載の勤務先）宛に普通郵便で送付いたします。
（3）受験票に記載された受験番号、試験会場、注意事項を必ずご確認ください。
（4）送付された受験票は、試験当日必ず試験会場に携行してください。受験票を紛失または

忘れた場合、受験を認められません。
（5）受験申し込み後、住所を変更した場合は、お近くの郵便局窓口にて「転居届」を出して、

受験票が転送されるようにご手配ください。

受験票が未着の場合：11 月 14 日（月）までに受験票が到着していない場合については、
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 受付センター（0476-33-6660）までお問い
合わせください。

5．試験実施及び合格発表について

◆試 験 日 令和 4年 11 月 20 日（日）

◆試験時間 13：00 ～ 15：00（120 分間）

◆時 間 割
　

◆試験会場

（1）受験希望地区を受験申込書の受験希望地区欄にご記入ください。
※各会場とも定員になり次第、締め切ります。多数のお申込みが予想される為、ご希望に
沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
埼玉、千葉、神奈川、東京多摩地区の会場定員が満席になった場合は東京 23 区での�
ご案内となります。

（2）必ずしもご自宅から近い会場になるとは限りません。予めご了承ください。
（3）受験申込み後の受験希望地区の変更は、一切できません。
（4）試験会場は、受験票にて指定しますのでご確認ください。お問い合わせいただいてもお

答えできませんのでご了承ください。
（5）試験会場の変更等は一切できません。

入室開始 11：45
指定番号席への着席 12：30（厳守）
受験上の注意事項説明 12：40 ～
試験 13：00 ～ 15：00
解答用紙回収（離席しない） 15：00 ～
退室時間 15：20（予定）

※試験時間中の退室は出来ません。

北海道、岩手、宮城、福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、
東京 23�区、東京多摩地区、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、
岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、�
広島、山口、香川、愛媛、福岡、熊本、長崎、大分、鹿児島、
沖縄（全国 35�地域）
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◆試験当日の注意事項
（1）試験会場への自動車、バイク等による来場及び周辺道路への駐車は、固くお断りします。
（2）試験当日は、受験票を持参のうえ、必ず 12 時 30 分までに所定の試験教室の指定番号席

に着席してください。
（3）試験当日は、B 又は HB の硬さの鉛筆（シャープペンシル）、プラスチック製の消しゴ

ム及び鉛筆削りをご持参ください。
（4）試験時間中は筆記用具、腕時計（置時計可、腕時計型情報端末（スマートウォッチ）は

不可）以外の物は一切使用できません。

（5）電子機器（携帯電話、スマートフォン、腕時計型情報端末（スマートウォッチ）、パソコン、
タブレットなど）は試験開始前に当日お渡しする封入袋に必ず電源を切って封入し、ご

自身の座席の下に置いていただきます。同封入袋に封入されてない通信機器類の存在が

判明した場合は、不正行為とみなし直ちに退出を命じ、試験を無効とします。携帯電話

を時計代わりに使用することは出来ません。

（6）上記にかかわらず、持ち込まれた通信機器類については、当日お渡しする封入袋に電源
を切って封入し、ご自身の座席の下に置いていただきます。万が一試験時間中に封入袋

内の通信機器が音を発した場合は、試験監督員立合いのもと、開封し、電源を切ってい

ただきます。

（7）また、試験開始後、同封入袋に封入されていない通信機器類の存在が判明した場合には、
理由の如何を問わず不正行為とみなし、受験を中止し、退室のうえ、試験終了時間まで

試験本部にとどまっていただきます。

（8）13 時 30 分以後の遅刻者は、受験出来ません。
（9）試験終了時まで、途中退室は出来ません。

（10）試験問題に関する質問については一切お答え出来ません。
（11）試験会場への直接又は、電話でのお問い合わせ及び下見は固くお断りします。
（12）受験票（11 月上旬発送）記載の注意事項も併せてご確認ください。
（13）不正の手段によって受験をし、合格したことが判明した場合は合格を取り消します。
（14）その他、試験会場では係員の指示に従ってください。

◆合格者の発表
（1）令和 4 年 12 月 26 日（月）、協議会のホームページ上に合格者の受験番号を掲載いたします。
　　不合格者への通知は行いません。

（2）合格者には、令和5年 1月 10日（火）（予定）に合格通知書を発送いたします。当日必着
ではありません。

※ 合否、採点結果、試験問題に対する正解の根拠等、お問い合わせには一切応じられません。



─ 7 ─

6．その他

◆受験申込み後、変更が生じた場合の手続き
（1）受験申込み後、住所を変更した場合は、お近くの郵便局窓口にて「転居届」を出して、

受験票が転送されるようにご手配ください。

（2）受験申込み後、住所の変更等が生じた場合は、試験当日に案内窓口にその旨を申し出、
「データ修正票」を受け取り修正事項を記入のうえ、係員に提出してください。なお、
受験に際しての氏名は受験票記載の氏名となります。

◆身体に障がいなどがあり、配慮を希望する方について
（1）車いす使用等、歩行困難で低層階の試験室を希望する方や、体幹機能や視聴覚等に障が

いがあり、通常の試験方法による受験に支障がある方等、受験上の配慮を希望する方は、
申し込みフォームに必ずチェックを入れてください。賃貸不動産経営管理士協議会受付
センター（0476-33-6660）より以下の書面をご提出いただくようご連絡させていただき
ます。あらかじめご了承ください。

　　　　〇障がい者手帳など公的証明書をお持ちの方は、そのコピー。
　　　　〇お持ちでない方は、医師の診断書。
　　ご事情を確認のうえ、別途指定する試験室にて受験していただきます。

（2）申込後、事故等により、通常の試験方法による受験に支障が生じた方は、速やかに受付
センター（0476-33-6660）にご相談ください。その場合は、上記（1）と同様の書類が必
要な場合がございます。

（3）申出の時期や障がいの内容等によっては受験上の配慮ができない場合がございます。
（4）上記の手続きが無いまま、直接会場で報告を受けても対応できません。

◆試験問題の一部免除について
令和 3 年度・令和 4 年度賃貸不動産経営管理士講習（試験の一部免除）を修了された方は
出題 50 問のうち 5 問が免除されます。申し込みフォームの免除申請欄に必ずチェックを入
れてください。受験申込時に修了見込みである場合も必ずチェックを入れてください。

修了証を添付する必要はありません。
申請欄へのチェックが無かった場合、講習を修了していても一部免除は無いものとみなさな

れますのでご注意ください。

賃貸不動産経営管理士講習修了時から、氏名・住所等の申請事項に変更があった場合は、表
紙の受付センター（0476-33-6660）まで必ずご連絡ください。
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受験申込者の皆様の個人情報のお取り扱いについて
当協議会は、個人情報の重要性を認識し、賃貸不動産経営管理士試験の受験申込者の皆様に
関する個人情報を以下のとおり取り扱います。
1．利用目的

当協議会が、受験申込者の皆様方の個人情報を取得する利用目的は下記のとおりです。
①受験票等、資料の送付　②当協議会が主催する講習等のご案内

2．個人情報の収集方法・項目
当協議会は、賃貸不動産経営管理士試験受験申込書に記載された受験申込者の氏名、生
年月日、勤務先、自宅及び勤務先の住所、電話番号、メールアドレス等を収集しています。

3．個人情報の第三者への提供
当協議会では、次の場合を除いて、受験申込者の皆様の個人情報を第三者に提供するこ
とはありません。
①受験申込者の皆様が同意されている場合　②利用目的の達成に必要な範囲内において、
業務委託先（例えば、配送のサービスを委託した会社）等に提供する場合　③法令によ
り必要と判断される場合　④公共の利益のために必要であると判断される場合
※ 新型コロナウィルス感染拡大防止の必要に応じて、氏名、緊急連絡先が保健所等の公

的機関へ提供され得ることをあらかじめご了承ください。
4．個人情報の保護

当協議会は、受験申込者の皆様の情報を正確、最新のものにするよう適切な措置を講じ
ています。また、業務委託先等との関係においても、当協議会の利用目的の達成に必要
な範囲以外で、受験申込者の皆様の個人情報が流用されることのないように契約を取り
交わし、情報の廃棄を含め、業務委託先等の監督・管理を厳重に行ってまいります。


