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北海道 国立大学 小樽商科大学 【商】社会情報
北海道 国立大学 小樽商科大学 【商（夜間主）】社会情報
北海道 私立大学 星槎道都大学 【経営】経営
北海道 私立大学 北星学園大学 【経済】経営情報
北海道 私立大学 北海学園大学 【経営】経営情報
北海道 私立大学 北海道科学大学 【未来デザイン】人間社会
北海道 私立大学 北海道情報大学 【経営情報】システム情報
北海道 私立大学 北海道情報大学 【経営情報】先端経営
北海道 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（札幌教育センター） 【経営情報】システム情報
北海道 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（札幌教育センター） 【経営情報】経営ネットワーク
青森 私立大学 青森大学 【ソフトウェア情報】ソフトウェア情報
岩手 公立短期大学 岩手県立大学宮古短期大学部 【経営情報】
宮城 私立大学 石巻専修大学 【経営】情報マネジメント
宮城 私立大学 東北学院大学 【教養】情報科学
宮城 私立大学 東北福祉大学 【総合マネジメント】情報福祉マネジメント
福島 私立大学 東日本国際大学 【経済経営】経済経営
福島 私立短期大学 郡山女子大学短期大学部 【地域創成】
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】
栃木 私立大学 白鷗大学 【経営】経営
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 私立大学 共愛学園前橋国際大学 【国際社会】国際社会（国際社会）
埼玉 私立短期大学 川口短期大学 【ビジネス実務】スポーツ・健康ビジネスモデル
千葉 私立大学 秀明大学 【英語情報マネジメント】英語情報マネジメント
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 東京情報大学 【総合情報】総合情報
東京 国立大学 電気通信大学 【情報理工学域】Ⅰ類（情報系）
東京 私立大学 青山学院大学 【経営】マーケティング
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 工学院大学 【情報】情報科☆
東京 私立大学 産業能率大学 【情報マネジメント】現代マネジメント
東京 私立大学 情報経営イノベーション専門職大学 【情報経営イノベーション】情報経営イノベーション
東京 私立大学 専修大学 【ネットワーク情報】ネットワーク情報
東京 私立大学 多摩大学 【経営情報】経営情報
東京 私立大学 中央大学 【経済】経済情報システム
東京 私立大学 中央大学 【理工】経営システム工
東京 私立大学 東海大学 【教養】人間環境
東京 私立大学 東海大学 【経営★】経営
東京 私立大学 文京学院大学 【経営】経営コミュ二ケーション（マーケティングデザイン）
東京 私立大学 明星大学 【情報】情報
東京 私立短期大学 帝京大学短期大学 【現代ビジネス】
神奈川 私立大学 横浜商科大学 【商】経営情報
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 【情報】情報
新潟 私立大学 新潟経営大学 【経営情報】経営情報
新潟 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（新潟教育センター） 【経営情報】システム情報
新潟 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（新潟教育センター） 【経営情報】先端経営
長野 公立大学 長野大学 【企業情報】企業情報
長野 私立大学 松本大学 【総合経営】総合経営
長野 私立短期大学 松本大学松商短期大学部 【経営情報】
静岡 公立大学 静岡県立大学 【経営情報】経営情報
富山 私立大学 富山国際大学 【現代社会】現代社会
富山 私立短期大学 富山短期大学 【経営情報】
石川 国立大学 金沢大学 【人間社会】経済学類
石川 私立大学 金沢学院大学 【経済情報】経済情報
石川 私立大学 金沢工業大学 【情報フロンティア】経営情報
福井 私立短期大学 仁愛女子短期大学 【生活科学】生活情報専攻
岐阜 私立大学 岐阜協立大学 【経営】情報メディア
岐阜 私立大学 岐阜聖徳学園大学 【経済情報】経済情報
岐阜 私立大学 中京学院大学 【経営】経営
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愛知 国立大学 名古屋大学 【情報】人間・社会情報
愛知 私立大学 愛知工業大学 【経営】経営
愛知 私立大学 愛知工業大学 【情報科学】情報科学
愛知 私立大学 大同大学 【情報】総合情報
愛知 私立大学 名古屋学院大学 【商】経営情報
愛知 私立大学 名古屋産業大学 【現代ビジネス】現代ビジネス
愛知 私立大学 名古屋商科大学 【経営】経営情報
愛知 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（名古屋教育センター） 【経営情報】情報
愛知 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（名古屋教育第2センター） 【経営情報】情報
愛知 私立短期大学 愛知大学短期大学部 【ライフデザイン総合】
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】
三重 私立短期大学 高田短期大学 【キャリア育成】
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】医療事務コース
京都 公立大学 福知山公立大学 【地域経営】医療福祉経営
京都 私立大学 京都女子大学 【データサイエンス☆】データサイエンス
京都 私立短期大学 池坊短期大学 【環境文化】国際経営情報コース
京都 私立短期大学 京都経済短期大学 【経営情報】総合情報
京都 私立短期大学 京都文教短期大学 【ライフデザイン総合☆】
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【人間社会】人間社会
大阪 私立大学 大阪学院大学 【情報】情報
大阪 私立大学 大阪経済法科大学 【経営】経営
大阪 私立大学 大阪国際大学 【経営経済】経営
大阪 私立大学 大阪産業大学 【経営】経営
大阪 私立大学 大阪産業大学 【経営】商
大阪 私立大学 大阪成蹊大学（経営学部） 【経営】スポーツマネジメント
大阪 私立大学 近畿大学 【経営】経営
大阪 私立大学 太成学院大学 【経営】現代ビジネス
大阪 私立大学 阪南大学 【経営情報】経営情報
大阪 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（大阪教育センター） 【経営情報】情報
大阪 私立大学 桃山学院大学 【経営】経営
大阪 私立短期大学 大阪学院大学短期大学部 【経営実務】
大阪 私立短期大学 大阪城南女子短期大学 【現代生活】ライフデザインコース
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】ITエリア
兵庫 私立大学 芦屋大学 【経営教育】経営教育
兵庫 私立大学 甲南大学 【マネジメント創造】マネジメント創造
兵庫 私立大学 甲南大学 【経営】経営
兵庫 私立大学 神戸医療未来大学 【人間社会】経営福祉ビジネス
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【経営】経営
兵庫 私立大学 神戸国際大学 【経済】経済経営
兵庫 私立大学 神戸国際大学 【経済】国際文化ビジネス・観光
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【社会情報☆】社会情報
兵庫 私立大学 流通科学大学 【経済】経済情報
兵庫 私立短期大学 大手前短期大学 【ライフデザイン総合】
兵庫 私立短期大学 神戸女子短期大学 【総合生活】
鳥取 私立短期大学 鳥取短期大学 【生活】情報・経営専攻
岡山 私立大学 岡山商科大学 【経営】経営
岡山 私立短期大学 中国短期大学 【情報ビジネス】
広島 公立大学 尾道市立大学 【経済情報】経済情報
広島 私立大学 広島修道大学 【経済科学】経済情報
広島 私立大学 福山平成大学 【経営】経営
広島 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（広島教育センター） 【経営情報】情報
徳島 私立大学 四国大学 【経営情報】メディア情報
徳島 私立大学 四国大学 【経営情報】経営情報
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】
香川 私立短期大学 香川短期大学 【経営情報】
福岡 公立大学 北九州市立大学 【経済】経営情報
福岡 私立大学 九州情報大学 【経営情報】経営情報
福岡 私立大学 近畿大学（産業理工学部） 【産業理工】情報
福岡 私立大学 久留米大学 【経済】経済
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福岡 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（北九州教育センター） 【経営情報】情報
福岡 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（福岡教育センター） 【経営情報】情報
福岡 私立短期大学 近畿大学九州短期大学 【生活福祉情報】
佐賀 私立短期大学 九州龍谷短期大学 【人間コミュニティ】映像・放送コース
長崎 私立短期大学 長崎女子短期大学 【生活創造】ビジネス・医療秘書コース
熊本 私立大学 崇城大学 【情報】情報
熊本 私立短期大学 中九州短期大学 【経営福祉】国際・ビジネスコース
大分 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（大分教育センター） 【経営情報】システム情報
鹿児島 私立大学 北海道情報大学経営情報学部通信教育部（鹿児島教育センター） 【経営情報】情報
鹿児島 公立短期大学 鹿児島県立短期大学 【商経】経営情報専攻
沖縄 私立大学 沖縄国際大学 【産業情報】産業情報
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


