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都道府県名

名称

北海道

札幌運転免許試験場

所在地
〒006-0835
札幌市手稲区曙５条４丁目１番１号

中央優良運転者

〒060-0001

免許更新センター

札幌市中央区北 1 条西 5 丁目（中央警察署）

厚別優良運転者

〒004-0052

免許更新センター

札幌市厚別区厚別中央 2 条 4 丁目 5 番 20

(厚別署内)

（厚別警察署内）

旭川運転免許試験場

釧路運転免許試験場

帯広運転免許試験場

北見運転免許試験場

函館運転免許試験場

青森県

平和自動車学校（http://www.heiwa-ds.com）

青森県運転免許センター

〒070-0821
旭川市近文町１７丁目２６９９番地の５
〒084-0918
釧路市大楽毛北１丁目１５番８号
〒080-2459
帯広市西１９条北２丁目
〒090-0008
北見市大正１４１番地の１
〒041-0802
函館市石川町１４９−２３番地
〒038-0031
青森市三内字丸山１９８−４

八 戸 試 験 場

〒031-0072

八戸署内

八戸市城下一丁目１６番２５号

むつ試験場

〒035-0073

（むつ警察署内）

むつ市中央 1 丁目 19-1

弘前試験場

〒036-8071
弘前市大字大久保字西田 38-2

011-683-5770

011-242-0110

011-896-0110

0166-51-2489

0154-57-5913

0155-33-2470

0157-36-7770

0138-46-2007

017-782-0081

0178-43-4141

0175-22-1321

0172-32-5311
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岩手県

岩手県自動車運転試験場

〒028-4134
盛岡市玉山区下田字仲平１８３番地

019-683-1251

〒020-0045
盛岡運転免許センター

盛岡市盛岡駅西通 1 丁目７−１

019-606-1251

いわて県民情報センター(アイーナ)１F
県南運転免許センター

宮城県

〒026-0003

（仮設庁舎）

釜石市八雲町 3 番 1 号

県北自動車

〒028-0051

運転免許センター

久慈市川崎町 2-1

宮城県運転免許センター

石巻運転免許センター

仙南運転免許センター

山形県

福島県

秋田県運転免許センター

〒981-3117
仙台市泉区市名坂字高倉６５番地
〒989-6221
大崎市大宮３−４−３０
〒981-0501
東松島市赤井字南一１３４
〒989-1222
柴田郡大河原町字南平３−１
〒010-1607
秋田市新屋南浜町１２−１

山形県

〒994-0068

総合交通安全センター

天童市大字高擶１３００

福島県運転免許センター

郡山運転免許センター

茨城県

胆沢郡金ケ崎町大字西根字北荒巻１００番２

沿岸運転免許センター

古川運転免許センター

秋田県

〒029-4503

〒960-2261
福島市町庭坂字大原１番地１号
〒963-0201
郡山市大槻町美女池上１４−６

茨城県

〒311-3116

警察運転免許センター

東茨城郡茨城町大字長岡 3783 番地の 3

栃木県

栃木県運転免許センター

群馬県

総合交通センター

0197-44-3511

0193-23-1515

0194-52-0613

022-373-3601

0229-22-8011

0225-83-6211

0224-53-0111

018-863-1111

023-655-2150

024-591-4372

024-961-2100

029-293-8811

〒322-0017

0289-76-0110

鹿沼市下石川６８１

0289-76-1551 まで

〒371-0846
前橋市元総杜町 80-4

027-253-9300
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埼玉県

埼玉県運転免許センター

警視庁

府中運転免許試験場

鮫洲運転免許試験場

江東運転免許試験場

〒365-0028
鴻巣市大字鴻巣４０５番地の４
〒183-0002
府中市多摩町３−１−１
〒140-0011
品川区東大井１−１２−５
〒136-0075
江東区新砂１−７−２４

048-543-2001

042-362-3591

03-3474-1374

03-3699-1151

〒101-0047
神田運転免許更新センター 千代田区神田 1-1-5

03-3294-3380

東京都産業労働局神田庁舎
〒163-8001
新宿運転免許更新センター 新宿区西新宿 2-8-1

03-3343-2558

都庁第二本庁舎 2 階
千葉県

千葉県運転免許センター

流山運転免許センター

神奈川県

新潟県

〒261-8560
千葉市美浜区浜田２丁目１番
〒270-0144
流山市前ヶ崎２１７

神奈川県

〒241-0815

警察運転免許試験場

横浜市旭区中尾２−３−１

新潟県

〒957-0193

運転免許センター

北蒲原郡聖籠町東港７−１−１

新潟県

〒949-3215

運転免許センター上越支所 上越市柿崎区直海浜 1174-3
新潟県運転免許センター

〒940-1144

長岡支所

長岡市上前島町字上野７番１

新潟県運転免許センター

〒952-1324

佐渡支所 佐和田交番

佐渡市中原３５０−１

山梨県

山梨県総合交通センター

長野県

北信運転免許センター

〒400-0205
南アルプス市下高砂８２５番地
〒381-2224
長野市川中島町原７０４−２

043-274-2000

04-7147-2000

045-365-3111

025-256-1212

025-536-3688

0258-22-1050

0259-57-5067

055-285-0533

026-292-2345
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〒384-2204
東信運転免許センター

佐久市協和 131-1

0267-53-1550

(旧望月警察署）
中南信運転免許センター

静岡県

中部運転免許センター

東部運転免許センター

西部運転免許センター

富山県

富山県運転教育センター

高岡運転免許更新センター

石川県

石川県運転免許センター

福井県

福井県運転者教育センター

岐阜県

〒399-6461
塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３−１１６
〒420-0949
静岡市葵区与一６丁目１６番１号
〒410-0001
沼津市足高字尾上２４１−１０
〒434-0042
浜北市浜北区小松３２２０
〒931-8441
富山市高島６２−１
〒933-0871
高岡市駅南４丁目１−２２
〒920-0209
金沢市東蚊爪町２−１
〒919-0476
坂井市春江町針原 58−10

福井県嶺南

〒919-1323

運転者教育センター

三方上中郡若狭町倉見１−5１

福井県奥越

〒912-0011

運転者教育センター

大野市南新在家３２−１−４

福井県丹南

〒915-0891

運転者教育センター

越前市余田町２−１−１

岐阜運転者講習センター

〒502-0003

岐阜試験場

岐阜市三田洞東 1-22-８

多治見運転者講習センター 〒507-0803
多治見試験場

多治見市美坂町４−６

飛騨運転免許講習センター 〒506-0802
高山試験場

高山市松之木町１２５７−４

東濃運転免許講習センター 〒509-9132
東濃試験場

中津川市茄子川鯉ケ平１１２７−１

0263-53-6611

054-272-2221

055-921-2000

053-587-2000

076-441-2211

0766-26-8080

076-238-5901

0776-51-2820

0770-45-212１

0779-66-7700

0778-21-3613

058-237-3376

0572-23-3437

0577-33-3430

0573-68-8032
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西濃運転者講習センター

中濃運転者講習センター

愛知県

愛知県運転免許試験場

東三河運転免許センター

三重県

滋賀県

大垣市綾野１−２７００−２
〒501-3932
関市稲口字中野４２３−１
〒468-8513
名古屋市天白区平針南３丁目６０５番地
〒442-0067
豊川市金屋西町２−７

三重県警察本部

〒514-0821

運転免許センター

津市垂水２５６６番地

滋賀県

〒524-0104

運転免許センター

守山市木浜町２２９４番地

滋賀県
運転免許サブセンター
米原分室
京都府

京都府警運転免許試験場

大阪府

門真運転免許試験場

光明池運転免許試験場

兵庫県

〒503-0984

明石運転免許試験場

但馬運転免許センター

阪神運転免許更新センター

奈良県

奈良県運転免許試験場

和歌山県

和歌山県交通センター

新宮運転免許センター

〒521-0003
米原市入江３０１番地
〒612-8486
京都市伏見区羽束師古川町６４７
〒571-8555
門真市一番町２３番１６号
〒594-0031
和泉市伏屋町５丁目１３番１号
〒673-0842
明石市荷山町１６４９−２
〒667-0024
養父市八鹿町朝倉下台４８−５
〒664-0846
伊丹市伊丹１−１４−２１
〒634-0007
橿原市葛本町１２０−３
〒640-8313
和歌山市西１番地
〒647-0061
新宮市三輪崎１１８４−４

0584-91-6301

0575-23-1484

052-801-3211

0533-85-7181

059-229-1212

077-585-1255

0749-52-5070

075-631-5181

06-6908-9121

0725-56-1881

078-912-1628

079-662-1117

072-783-0110

0744-25-5224

0734-73-0110

0735-31-7771
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田辺運転免許センター

鳥取県

島根県

〒646-0053
田辺市元町５６５−５

運転免許

〒646-0003

第２（田辺）試験場

田辺市中万呂５０番地

鳥取県中部地区

〒682-0712

自動車運転免許試験場

東伯郡湯梨浜町大字上浅津 216

鳥取県西部地区

〒683-0004

運転免許センター

米子市上福原１２７２−２

鳥取県東部地区

〒680-0911

交通総合センター

鳥取市千代水２−８

島根県

〒690-0131

運転免許センター

松江市打出町２５０−１

島根県

〒697-0015

西部免許センター（浜田市） 浜田市竹追町２３８５−３
岡山県

岡山県運転免許センター

〒709-2116
岡山市御津中山 444-3

0739-22-6700
0739-26-1622
（交通安全協会
田辺事務所）
0858-35-6110

0859-22-4607

0857-28-5885

0852-36-7400

0855-23-7900

086-724-2200
086-724-2200

倉敷試験場

〒710-0047

倉敷運転免許更新センター 倉敷市大島 454-1（倉敷警察署別館 2 階）

問い合わせは
岡山県運転
免許センターへ

津山試験場

広島県

広島県運転免許センター

津山市林田 77（津山警察署 4 階）
〒731-5108
広島市佐伯区石内南３丁目１−１

広島県

〒720-0842

東部運転免許センター

福山市瀬戸町山北 54-2

三次試験場

山口県

〒708-0822

山口県総合交通センター

0868-25-0110

082-228-0110

082-228-0110

〒728-0006

0824-64-0110

三次市畠敷町１８８０−１１

三次警察署経由

〒754-0002
山口市小郡下郷３５６０−２

083-973-2900
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徳島県

香川県

愛媛県

高知県

徳島県自動車

〒771-0214

運転免許試験場

板野郡松茂町満穂字満穂開拓１番地１

香川県運転免許センター

〒761-8031
高松市郷東町５８７−１３８

東讃センター

〒769-2601

（東かがわ署横）

東かがわ市三本松１７２３−２

小豆事務所

〒761-4121

(旧土庄警察署)

小豆郡土庄町淵崎甲２１８９番地２

愛媛県運転免許センター

高知県運転免許センター

〒799-2661

088-699-0110

087-881-0645

0879-25-0110

0879-82-0110
089-934-0110
カーナビで検索は下へ

松山市勝岡町１１６３−７
〒781-2110
吾川郡いの町枝川２００

089-978-4141
088-893-1244
092-565-5010

福岡県

福岡自動車

〒811-1392

免許係

運転免許試験場

福岡市南区花畑４−７−１

092-565-5109
試験係

北九州自動車

〒802-0842

運転免許試験場

北九州市小倉南区日の出町２−４−１

筑豊自動車

〒820-0115

運転免許試験場

飯塚市仁保２３−２１

筑後自動車

〒833-0056

運転免許試験場

筑後市大字久富１１３５−２

黒崎優良運転者

〒806-0021

免許更新センター

北九州市八幡西区黒崎３−１５−３コムシティ２階 北九州試験場へ

佐賀県

佐賀県運転免許センター

長崎県

長崎県運転免許試験場

熊本県

熊本県運転免許センター

大分県

大分県運転免許試験場

〒849-0901
佐賀市久保泉町大字川久保２２６９番地
〒856-0817
大村市古賀島町 533-5
〒869-1107
菊池郡菊陽町大字辛川２６５５
〒870-0125
大分市松岡 6687

093-961-4804

0948-82-0160

0942-53-5208
093-961-4804

0952-98-2220

0957-53-2128

096-233-0110

097-528-3000
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宮崎県

宮崎県運転免許センター

都城運転免許センター

延岡運転免許センター

鹿児島県

沖縄県

〒880-0835
宮崎市阿波岐原町前浜４２７６−５
〒889-1912
北諸県郡三股町大字宮村２９４４−３
〒882-0803
延岡市大貫町１−２８３４

鹿児島県

〒899-5421

総合運転免許試験場

姶良市東餅田３９３７

沖縄県運転免許センター

安全運転学校 中部校

安全運転学校 北部校

安全運転学校 宮古校

安全運転学校 八重山校

〒901-0225
豊見城市字豊崎３番 22
〒904-0035
沖縄市南桃原４丁目２７番２２号
〒905-0021
名護市東江５丁目２０番５号
〒906-0013
宮古島市平良字下里 3107-4
〒907-0003
石垣島字平得３４３

0985-24-9999

0986-25-9999

0982-33-9999

0995-65-2295

098-851-1000

098-933-0442

0980-53-1301

0980-72-9990

0980-82-9542
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