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北海道 専門学校 札幌科学技術専門学校

北海道 専門学校 札幌商工会議所付属専門学校

北海道 専門学校 札幌デザイナー学院

北海道 専門学校 札幌ビジュアルアーツ

北海道 専門学校 札幌マンガ・アニメ学院

北海道 専門学校 日本工学院北海道専門学校

北海道 専門学校 北海道芸術デザイン専門学校

北海道 専門学校 北海道情報専門学校

北海道 専門学校 北海道ハイテクノロジー専門学校

北海道 専門学校 吉田学園情報ビジネス専門学校（ゲーム・コンピュータ系）

北海道 各種スクール ヒューマンアカデミー札幌校

青森 専門学校 専門学校アレック情報ビジネス学院

宮城 専門学校 仙台大原簿記情報公務員専門学校

宮城 専門学校 仙台デザイン専門学校

宮城 専門学校 専門学校デジタルアーツ仙台

宮城 専門学校 東京IT会計専門学校仙台校

宮城 専門学校 東北電子専門学校

宮城 専門学校 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校

宮城 各種スクール ヒューマンアカデミー仙台校

栃木 専門学校 宇都宮ビジネス電子専門学校

栃木 専門学校 宇都宮メディア・アーツ専門学校

栃木 専門学校 国際情報ビジネス専門学校

栃木 専門学校 国際テクニカルデザイン☆自動車専門学校

埼玉 専門学校 東京IT会計法律専門学校大宮校

埼玉 各種スクール ヒューマンアカデミー大宮校

千葉 専門学校 国際理工情報デザイン専門学校

千葉 専門学校 東京IT会計法律専門学校千葉校

千葉 各種スクール ヒューマンアカデミー柏校

東京 専門学校 大原情報ビジネス専門学校

東京 専門学校 駿台電子情報＆ビジネス専門学校

東京 専門学校 東京IT会計専門学校

東京 専門学校 東京工学院専門学校

東京 専門学校 東京コミュニケーションアート専門学校（CG・ゲーム系）

東京 専門学校 東京コミュニケーションアート専門学校（マンガ・アニメ・デザイン系）

東京 専門学校 専門学校東京テクニカルカレッジ

東京 専門学校 東京デザインテクノロジーセンター専門学校

東京 専門学校 東京電子専門学校

東京 専門学校 東放学園映画専門学校

東京 専門学校 東洋美術学校
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東京 専門学校 日本外国語専門学校

東京 専門学校 日本工学院専門学校（クリエイターズカレッジ）

東京 専門学校 日本工学院専門学校（デザインカレッジ）

東京 専門学校 日本工学院専門学校（ミュージックカレッジ）

東京 専門学校 日本工学院八王子専門学校（クリエイターズカレッジ）

東京 専門学校 日本工学院八王子専門学校（デザインカレッジ）

東京 専門学校 日本工学院八王子専門学校（ミュージックカレッジ）

東京 専門学校 専門学校日本デザイナー学院

東京 専門学校 読売理工医療福祉専門学校（電気系）

東京 各種スクール ヒューマンアカデミー秋葉原校

東京 各種スクール ヒューマンアカデミー東京校

神奈川 専門学校 東京IT会計法律専門学校横浜校

神奈川 専門学校 横浜システム工学院専門学校

神奈川 各種スクール ヒューマンアカデミー横浜校

新潟 専門学校 新潟情報専門学校

静岡 各種スクール ヒューマンアカデミー静岡校

静岡 各種スクール ヒューマンアカデミー静岡校

愛知 専門学校 ELICビジネス＆公務員専門学校

愛知 専門学校 東京IT会計専門学校名古屋校

愛知 専門学校 トライデントコンピュータ専門学校

愛知 専門学校 トライデントデザイン専門学校

愛知 専門学校 名古屋情報メディア専門学校

愛知 専門学校 名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校（2018年4月　名古屋コミュニケーションアート専門学校より分離・独立）

愛知 専門学校 専門学校日本デザイナー芸術学院

愛知 各種スクール ヒューマンアカデミー名古屋校

京都 専門学校 京都IT会計法律専門学校

京都 専門学校 京都コンピュータ学院

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コンピュータ専門学校

大阪 専門学校 大阪IT会計専門学校天王寺校

大阪 専門学校 大阪アミューズメントメディア専門学校

大阪 専門学校 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校

大阪 専門学校 大阪情報専門学校

大阪 専門学校 大阪情報コンピュータ専門学校

大阪 専門学校 大阪総合デザイン専門学校

大阪 専門学校 大阪デザイナー専門学校

大阪 専門学校 大原情報デザインアート専門学校

大阪 専門学校 近畿コンピュータ電子専門学校

大阪 専門学校 創造社デザイン専門学校
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大阪 各種スクール ヒューマンアカデミー大阪校

兵庫 専門学校 神戸電子専門学校

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 大原情報医療保育専門学校和歌山校

島根 専門学校 専門学校松江総合ビジネスカレッジ

岡山 専門学校 岡山科学技術専門学校

岡山 専門学校 専門学校岡山情報ビジネス学院

広島 専門学校 穴吹情報デザイン専門学校

広島 専門学校 穴吹デザイン専門学校

広島 専門学校 広島工業大学専門学校

広島 専門学校 広島コンピュータ専門学校

広島 専門学校 広島情報専門学校

広島 専門学校 福山YMCA国際ビジネス専門学校

広島 各種スクール ヒューマンアカデミー広島校

山口 専門学校 山口コアカレッジ

香川 専門学校 専門学校穴吹コンピュータカレッジ

香川 専門学校 専門学校穴吹デザインカレッジ

福岡 専門学校 麻生情報ビジネス専門学校北九州校

福岡 専門学校 ASOポップカルチャー専門学校（2018年4月新設）

福岡 専門学校 専門学校九州デザイナー学院

福岡 専門学校 KCS北九州情報専門学校

福岡 専門学校 KCS福岡情報専門学校

福岡 専門学校 専門学校日本デザイナー学院九州校

福岡 専門学校 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス

福岡 専門学校 福岡デザイン専門学校

福岡 専門学校 福岡デザイン＆テクノロジー専門学校（2018年4月校名変更　旧：福岡デザインコミュニケーション専門学校）

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 佐賀コンピュータ専門学校

長崎 職業能力開発校 いさはやコンピュータ・カレッジ

熊本 専門学校 熊本電子ビジネス専門学校

大分 専門学校 IVY総合技術工学院

大分 専門学校 KCS大分情報専門学校

宮崎 専門学校 宮崎マルチメディア専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島キャリアデザイン専門学校（IT系）

鹿児島 専門学校 鹿児島キャリアデザイン専門学校（CG・アニメ・映像・音楽系）

鹿児島 専門学校 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校

鹿児島 専門学校 KCS鹿児島情報専門学校

鹿児島 専門学校 タラデザイン専門学校

鹿児島 各種スクール ヒューマンアカデミー鹿児島校
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沖縄 専門学校 専修学校インターナショナルデザインアカデミー

沖縄 専門学校 沖縄情報経理専門学校沖縄校

沖縄 専門学校 沖縄情報経理専門学校名護校

沖縄 専門学校 沖縄情報経理専門学校那覇校

沖縄 専門学校 国際電子ビジネス専門学校

沖縄 各種スクール ヒューマンアカデミー那覇校


