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業界別 全国主要私立 専門学校・各種スクール他 学校一覧《2018年度》

主な分野・資格

p.1理容・美容・ビューティ業界業界 16

理容師／美容師／メイク／ネイル／エステ／ビューティ

北海道 専門学校 専門学校エステティックビューティー札幌

北海道 専門学校 札幌観光ブライダル・製菓専門学校

北海道 専門学校 札幌ビューティーアート専門学校

北海道 専門学校 札幌ブライダル＆ホテル観光専門学校

北海道 専門学校 専門学校札幌ホテル・ウェディングカレッジ（2018年4月開校）

北海道 専門学校 北海道医薬専門学校

北海道 専門学校 北海道美容専門学校

北海道 専門学校 北海道理容美容専門学校

青森 専門学校 青森県ヘアアーチスト専門学校

青森 専門学校 八戸理容美容専門学校

宮城 専門学校 仙台ウェディング＆ブライダル専門学校

宮城 専門学校 仙台ビューティーアート専門学校

宮城 専門学校 仙台理容美容専門学校

宮城 各種スクール ヒューマンアカデミー仙台校

山形 専門学校 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校山形校

茨城 専門学校 EIKA美容専門学校

栃木 専門学校 国際自動車・ビューティ専門学校

栃木 専門学校 国際テクニカル美容専門学校

栃木 専門学校 国際テクニカル理容美容専門学校

栃木 専門学校 国際ファッションビューティ専門学校

埼玉 専門学校 大宮ビューティーアート専門学校

埼玉 専門学校 ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校

千葉 専門学校 ジェイ ヘアメイク専門学校

千葉 専門学校 千葉ビューティー＆ブライダル専門学校（2019年4月校名変更予定　現：千葉ビューティーアート専門学校）

東京 専門学校 専門学校エビスビューティカレッジ

東京 専門学校 国際文化理容美容専門学校国分寺校

東京 専門学校 国際文化理容美容専門学校渋谷校

東京 専門学校 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

東京 専門学校 東京ウェディング＆ブライダル専門学校

東京 専門学校 東京ビューティーアート専門学校

東京 専門学校 東京文化美容専門学校

東京 専門学校 東京ヘアビューティ専門学校

東京 専門学校 日本外国語専門学校

東京 専門学校 ハリウッド美容専門学校

東京 専門学校 ミス・パリ・ビューティ専門学校

東京 専門学校 早稲田美容専門学校

神奈川 専門学校 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校（2018年校名変更　旧：横浜ビューティーアート専門学校）

神奈川 各種スクール ヒューマンアカデミー横浜校

愛知 専門学校 アリアーレビューティー専門学校
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愛知 専門学校 中部美容専門学校名古屋校

愛知 専門学校 中部美容専門学校岡崎校

愛知 専門学校 名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校

愛知 専門学校 名古屋綜合美容専門学校

愛知 専門学校 名古屋ビューティーアート専門学校

愛知 専門学校 名古屋美容専門学校

愛知 専門学校 名古屋理容美容専門学校

愛知 専門学校 ミス・パリ・エステティック専門学校名古屋校

愛知 各種スクール ヒューマンアカデミー名古屋校

三重 専門学校 旭美容専門学校

三重 専門学校 伊勢理容美容専門学校

京都 専門学校 キャリエールホテル旅行専門学校

京都 専門学校 京都理容美容専修学校

京都 各種スクール ヒューマンアカデミー京都校

大阪 専門学校 ECCアーティスト美容専門学校

大阪 専門学校 ヴェールルージュ美容専門学校

大阪 専門学校 NRB日本理容美容専門学校

大阪 専門学校 大阪ウェディング＆ブライダル専門学校

大阪 専門学校 大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校（2018年4月校名変更　旧：滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校）

大阪 専門学校 大阪外語専門学校

大阪 専門学校 大阪観光専門学校

大阪 専門学校 大阪デザイナー専門学校

大阪 専門学校 大阪ビジネスカレッジ専門学校

大阪 専門学校 大阪ビューティーアート専門学校

大阪 専門学校 大阪美容専門学校

大阪 専門学校 大阪ブライダル専門学校

大阪 専門学校 大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校

大阪 専門学校 グラムール美容専門学校

大阪 専門学校 小出美容専門学校

大阪 専門学校 小出美容専門学校大阪校

大阪 専門学校 高津理容美容専門学校

大阪 専門学校 理容美容専門学校 西日本ヘアメイクカレッジ

大阪 専門学校 ミス・パリ・エステティック専門学校

大阪 各種スクール ヒューマンアカデミー大阪校

兵庫 各種スクール ヒューマンアカデミー神戸校

和歌山 専門学校 大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山校

広島 専門学校 穴吹ビューティ専門学校

広島 専門学校 小井手ファッションビューティ専門学校

広島 専門学校 広島ビューティー＆ブライダル専門学校（2019年4月校名変更予定　現:広島ビューティーアート専門学校）
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広島 専門学校 広島美容専門学校

広島 専門学校 専門学校マインド.ビューティーカレッジ

広島 各種スクール ヒューマンアカデミー広島校

香川 専門学校 専門学校穴吹ビューティカレッジ

福岡 専門学校 専修学校麻生ビューティーカレッジ

福岡 専門学校 大村美容ファッション専門学校

福岡 専門学校 専門学校九州スクールオブビジネス

福岡 専門学校 国際エステティック専門学校

福岡 専門学校 ハリウッドワールド美容専門学校

福岡 専門学校 福岡ウェディング＆ブライダル専門学校

福岡 専門学校 福岡ビューティーアート専門学校

福岡 専門学校 福岡美容専門学校北九州校

福岡 専門学校 福岡美容専門学校福岡校

福岡 専門学校 福岡ベルエポック美容専門学校

福岡 専門学校 福岡南美容専門学校

福岡 専門学校 福岡理容美容専門学校

福岡 各種スクール ヒューマンアカデミー北九州校

福岡 各種スクール ヒューマンアカデミー福岡校

佐賀 専門学校 アイ・ビービューティカレッジ

熊本 専門学校 九州美容専門学校

熊本 専門学校 専修学校モア・ヘアメイクカレッジ

大分 専門学校 明星国際ビューティカレッジ

宮崎 専門学校 宮崎サザンビューティ専門学校

宮崎 専門学校 宮崎美容専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島キャリアデザイン専門学校（ビューティ・ブライダル系）

鹿児島 専門学校 鹿児島県美容専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島県理容美容専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島レディスカレッジ

鹿児島 専門学校 タラ美容福祉専門学校

沖縄 専門学校 スターウッドBeB美容専門学校

沖縄 専門学校 大育理容美容専門学校

沖縄 専門学校 専門学校那覇日経ビジネス

沖縄 専門学校 専門学校日経ビジネス

沖縄 専門学校 専修学校ビューティーモードカレッジ

沖縄 専門学校 琉美インターナショナルビューティカレッジ

沖縄 各種スクール ヒューマンアカデミー那覇校


