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北海道 国立大学 小樽商科大学 【商】商
北海道 国立大学 小樽商科大学 【商（夜間主）】商
北海道 私立大学 旭川大学 【経済】経営経済
北海道 私立大学 札幌国際大学 【スポーツ人間】スポーツビジネス
北海道 私立大学 函館大学 【商】商
北海道 私立大学 北海商科大学 【商】観光産業
北海道 私立大学 北海商科大学 【商】商
北海道 私立短期大学 札幌国際大学短期大学部 【総合生活キャリア】
北海道 私立短期大学 拓殖大学北海道短期大学 【農学ビジネス】地域振興ビジネスコース
青森 公立大学 青森公立大学 【経営経済】地域みらい
宮城 公立大学 宮城大学 【食産業学群】フードマネジメント学類
宮城 公立大学 宮城大学 【食産業学群】食資源開発学類
宮城 私立大学 宮城学院女子大学 【現代ビジネス】現代ビジネス
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【デザイン工】企画構想
福島 私立短期大学 福島学院大学短期大学部 【情報ビジネス】
茨城 私立大学 流通経済大学 【流通情報】流通情報
栃木 私立短期大学 佐野日本大学短期大学 【総合キャリア教育】
群馬 公立大学 群馬県立女子大学 【国際コミュニケーション】国際ビジネス課程
群馬 私立大学 上武大学 【ビジネス情報】国際ビジネス
群馬 私立大学 高崎商科大学 【商】会計
群馬 私立短期大学 高崎商科大学短期大学部 【現代ビジネス】会計・ビジネスコース
埼玉 私立大学 埼玉学園大学 【経済経営】経済経営
埼玉 私立大学 東京国際大学 【商】商
埼玉 私立短期大学 川口短期大学 【ビジネス実務】金融ビジネスモデル
埼玉 私立短期大学 埼玉女子短期大学 【国際コミュニケーション】ウェディング・ファッションコース
埼玉 私立短期大学 埼玉女子短期大学 【国際コミュニケーション】ホテル・ホスピタリティコース
埼玉 私立短期大学 埼玉女子短期大学 【商】ファッション・トレンドコース
埼玉 私立短期大学 埼玉女子短期大学 【商】医療事務コンピュータコース
埼玉 私立短期大学 埼玉女子短期大学 【商】経営・マーケティングコース
埼玉 私立短期大学 武蔵丘短期大学 【健康生活】健康マネジメント専攻
千葉 私立大学 城西国際大学 【経営情報】総合経営
千葉 私立大学 千葉商科大学 【サービス創造】サービス創造
千葉 私立大学 千葉商科大学 【商経】商
千葉 私立大学 中央学院大学 【商】商
千葉 私立大学 明海大学 【不動産】不動産
千葉 私立短期大学 千葉経済大学短期大学部 【ビジネスライフ】
東京 国立大学 東京大学 【経済】金融
東京 国立大学 東京海洋大学 【海洋工】流通情報工
東京 国立大学 一橋大学 【商】商
東京 私立大学 桜美林大学 【ビジネスマネジメント学群】ビジネスマネジメント学類
東京 私立大学 共立女子大学 【ビジネス】ビジネス
東京 私立大学 慶應義塾大学 【商】商
東京 私立大学 駒澤大学 【経済】商
東京 私立大学 昭和女子大学 【グローバルビジネス】会計ファイナンス
東京 私立大学 専修大学 【商】マーケティング
東京 私立大学 専修大学 【商】会計
東京 私立大学 大正大学 【地域創生】地域創生
東京 私立大学 高千穂大学 【商】商
東京 私立大学 拓殖大学 【商】会計
東京 私立大学 拓殖大学 【商】国際ビジネス
東京 私立大学 中央大学 【商】会計
東京 私立大学 中央大学 【商】金融
東京 私立大学 中央大学 【商】商業・貿易
東京 私立大学 東海大学 【経営★】経営
東京 私立大学 東京経済大学 【経営】流通マーケティング
東京 私立大学 東洋大学 【経営】マーケティング
東京 私立大学 東洋大学 【経営】会計ファイナンス
東京 私立大学 日本大学 【商】会計
東京 私立大学 日本大学 【商】商業
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東京 私立大学 法政大学 【経済】現代ビジネス
東京 私立大学 武蔵大学 【経済】金融
東京 私立大学 武蔵野大学 【グローバル】グローバルビジネス
東京 私立大学 武蔵野大学 【経営】会計ガバナンス
東京 私立大学 明治大学 【経営】会計
東京 私立大学 明治大学 【商】商
東京 私立大学 立教大学 【経済】会計ファイナンス
東京 私立大学 早稲田大学 【商】
東京 私立短期大学 大妻女子大学短期大学部 【家政】家政専攻
東京 私立短期大学 国際短期大学 【国際コミュニケーション】ビジネススキルコース
東京 私立短期大学 創価女子短期大学 【国際ビジネス】
東京 私立短期大学 東京交通短期大学 【運輸】
東京 私立短期大学 日本大学短期大学部 【ビジネス教養】
東京 私立短期大学 目白大学短期大学部 【ビジネス社会】
神奈川 公立大学 横浜市立大学 【国際商】国際商
神奈川 私立大学 神奈川大学 【経済】現代ビジネス
神奈川 私立大学 松蔭大学 【経営文化】ビジネスマネジメント
神奈川 私立大学 横浜商科大学 【商】商
神奈川 私立短期大学 湘北短期大学 【生活プロデュース】ファッションコース
神奈川 私立短期大学 湘北短期大学 【総合ビジネス・情報】
新潟 私立大学 開志専門職大学 【事業創造】事業創造
新潟 私立大学 新潟国際情報大学 【経営情報】情報システム
新潟 私立短期大学 新潟青陵大学短期大学部 【人間総合】人間総合コース
長野 私立短期大学 上田女子短期大学 【総合文化】
長野 私立短期大学 松本大学松商短期大学部 【商】
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【ビジネス実務】ビジネス総合コース
岐阜 私立短期大学 中京学院大学短期大学部 【保育】
愛知 公立大学 名古屋市立大学 【経済】会計ファイナンス
愛知 私立大学 愛知大学 【経営】会計ファイナンス
愛知 私立大学 愛知大学 【地域政策】地域政策
愛知 私立大学 愛知学院大学 【商】商
愛知 私立大学 愛知工業大学 【経営】経営
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【ビジネス】ビジネス
愛知 私立大学 愛知東邦大学 【経営】地域ビジネス
愛知 私立大学 金城学院大学 【生活環境】生活マネジメント
愛知 私立大学 名古屋学院大学 【商】商
愛知 私立大学 名古屋産業大学 【現代ビジネス】経営専門職
愛知 私立大学 名古屋商科大学 【商】マーケティング
愛知 私立大学 名古屋商科大学 【商】会計ファイナンス
愛知 私立短期大学 愛知みずほ短期大学 【生活】生活文化専攻（オフィス総合）
愛知 私立短期大学 豊橋創造大学短期大学部 【キャリアプランニング】
滋賀 国立大学 滋賀大学 【経済】ファイナンス
滋賀 国立大学 滋賀大学 【経済】ファイナンス（夜間主）
滋賀 国立大学 滋賀大学 【経済】会計情報
滋賀 国立大学 滋賀大学 【経済】会計情報（夜間主）
滋賀 私立短期大学 滋賀短期大学 【ビジネスコミュニケーション】ビジネス実務コース
京都 公立大学 福知山公立大学 【地域経営】地域経営
京都 私立大学 同志社大学 【商】商
京都 私立短期大学 京都経済短期大学 【経営情報】会計ファイナンス
京都 私立短期大学 京都経済短期大学 【経営情報】国際ビジネス
大阪 公立大学 大阪公立大学 【商】公共経営
大阪 公立大学 大阪公立大学 【商】商
大阪 私立大学 追手門学院大学 【経営】経営
大阪 私立大学 追手門学院大学 【経済】経済
大阪 私立大学 大阪学院大学 【商】商
大阪 私立大学 大阪経済法科大学 【経営】経営
大阪 私立大学 大阪経済法科大学 【経済】経済
大阪 私立大学 大阪産業大学 【経営】商
大阪 私立大学 大阪商業大学 【総合経営】商
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大阪 私立大学 関西大学 【商】商
大阪 私立大学 近畿大学 【経営】会計
大阪 私立大学 近畿大学 【経営】商
大阪 私立大学 四天王寺大学 【経営】経営
大阪 私立大学 摂南大学 【経営】経営
大阪 私立大学 阪南大学 【経営情報】経営情報
大阪 私立大学 阪南大学 【流通】流通
大阪 私立大学 桃山学院大学 【経営】経営
大阪 私立大学 桃山学院大学 【経済】経済
大阪 私立短期大学 大阪成蹊短期大学 【経営会計】
大阪 私立短期大学 関西女子短期大学 【医療秘書】
大阪 私立短期大学 近畿大学短期大学部 【商経（第二部）】
大阪 私立短期大学 四條畷学園短期大学 【ライフデザイン総合】ビジネスエリア
兵庫 公立大学 兵庫県立大学 【国際商経】国際商経
兵庫 私立大学 大手前大学 【現代社会】現代社会
兵庫 私立大学 関西学院大学 【商】
兵庫 私立大学 甲南大学 【経営】経営
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【経営】経営
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【経済】経済
兵庫 私立大学 神戸国際大学 【経済】経済経営
兵庫 私立大学 園田学園女子大学 【経営】ビジネス
兵庫 私立大学 姫路獨協大学 【人間社会学群】産業経営学類
兵庫 私立大学 兵庫大学 【現代ビジネス】現代ビジネス
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【健康・スポーツ科】スポーツマネジメント☆
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【社会情報☆】社会情報
奈良 私立短期大学 奈良佐保短期大学 【生活未来】ビジネスキャリアコース
岡山 私立大学 岡山商科大学 【経営】商
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉マネジメント】医療秘書
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉マネジメント】医療福祉経営
広島 私立大学 広島経済大学 【メディアビジネス】ビジネス情報
広島 私立大学 広島修道大学 【商】商
広島 私立大学 福山大学 【経済】税務会計
広島 私立大学 安田女子大学 【現代ビジネス】現代ビジネス
広島 私立大学 安田女子大学 【心理】ビジネス心理
山口 公立大学 下関市立大学 【経済】国際商
徳島 私立短期大学 四国大学短期大学部 【ビジネス・コミュニケーション】
徳島 私立短期大学 徳島文理大学短期大学部 【商】ビジネス実務コース
愛媛 私立短期大学 松山短期大学 【商（第二部）】
福岡 私立大学 九州国際大学 【現代ビジネス】地域経済
福岡 私立大学 九州産業大学 【商】経営・流通
福岡 私立大学 久留米大学 【商】商
福岡 私立大学 西南学院大学 【商】商
福岡 私立大学 中村学園大学 【流通科学】流通科学
福岡 私立大学 日本経済大学　福岡キャンパス 【経済】商
福岡 私立大学 福岡大学 【商】商
福岡 私立大学 福岡大学 【商】貿易
福岡 私立大学 福岡大学 【商（二部）】商
福岡 私立短期大学 折尾愛真短期大学 【経済】商業コース
福岡 私立短期大学 香蘭女子短期大学 【ライフプランニング総合】
福岡 私立短期大学 中村学園大学短期大学部 【キャリア開発】
熊本 私立大学 熊本学園大学 【商】ホスピタリティ・マネジメント
熊本 私立大学 熊本学園大学 【商】商
宮崎 私立短期大学 南九州短期大学 【国際教養】ビジネス・キャリアコース
宮崎 私立短期大学 南九州短期大学 【国際教養】ホテル・観光コース
宮崎 私立短期大学 宮崎学園短期大学 【現代ビジネス】
鹿児島 公立短期大学 鹿児島県立短期大学 【商経（二部）】
沖縄 私立短期大学 沖縄女子短期大学 【総合ビジネス】ビジネス心理コース


