キャリア教育共済協同組合
学校法人 西野学園
学校法人 吉田学園
学校法人 菅原学園
学校法人 仙台ＹＭＣＡ学園
学校法人 東北外語学園
学校法人 郡山学院
学校法人 田村学園
学校法人 産業教育事業団
学校法人 有坂中央学園
学校法人 小倉学園
学校法人 東洋理容美容学園
学校法人 中村学園
学校法人 Ａｄａｃｈｉ学園
学校法人 ＩＳＩ学園
学校法人 お茶の水学園
学校法人 敬心学園
学校法人 国際青年交流学園
学校法人 小山学園
学校法人 常陽学園
学校法人 中央工学校
学校法人 東京ＹＭＣＡ学院
公益財団法人 東京ＹＭＣＡ
東京英語専門学校
学校法人 鶴嶺学園
公益財団法人 横浜ＹＭＣＡ
学校法人 クリエイティブＡ
学校法人 国際ことば学院
学校法人 静岡自動車学園
学校法人 爽青会
学校法人 東海医療学園
学校法人 中村学園
学校法人 森島学園
学校法人 中西学園
学校法人 名古屋ＹＭＣＡ学園
学校法人 伊達育英会
学校法人 京都ＹＭＣＡ学園
学校法人 京都仏眼教育学園
学校法人 大丸クリエーターズアカデミー
学校法人 大阪ＹＭＣＡ
学校法人 岡山学園
学校法人 関美学園
学校法人 佐藤学園
学校法人 修成学園
学校法人 重里学園
学校法人 杉田学園
学校法人 清風明育社
学校法人 創真総合技術学園
学校法人 創造社学園
株式会社 辻料理教育研究所
学校法人 椿本学園
学校法人 天王寺学館
学校法人 西口学園
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北海道札幌市西区西野四条六丁目１１番１５号
北海道札幌市中央区南三条西一丁目１５番地
宮城県仙台市青葉区本町二丁目１１番１０号
宮城県仙台市青葉区立町９番７号
宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１番１３号
福島県郡山市芳賀二丁目３番５号
茨城県東茨城群茨城町中石崎８５２番地
栃木県栃木市平柳町二丁目１番３８号
群馬県前橋市古市町一丁目４９番地４
群馬県伊勢崎市赤堀今井町一丁目５８１番地
千葉県千葉市中央区春日二丁目１７番１２号
千葉県千葉市中央区新宿二丁目１４番３号
東京都千代田区神田駿河台二丁目１１番地
東京都豊島区南池袋二丁目２９番１４号
東京都千代田区神田小川町三丁目２８番１０号
東京都新宿区高田馬場一丁目３２番１５号
東京都中野区中央二丁目３６番９号
東京都中野区中野六丁目２１番１６号
東京都中央区八丁堀一丁目１１番１１号
東京都北区王子本町一丁目２６番１７号
東京都江東区石島３番１５号
東京都江東区東陽二丁目２番２０号
東京都千代田区岩本町一丁目５番地
神奈川県平塚市宮松町１５番１６号
神奈川県横浜市中区常盤町一丁目７番地
長野県長野市中御所一丁目１０番１０号
静岡県静岡市駿河区八幡三丁目２番２８号
静岡県静岡市宮前町７１番地の１
静岡県浜松市中区北田町１３０番地の１２
静岡県熱海市桃山町２０－７
静岡県静岡市葵区与一五丁目３番２５号
静岡県浜松市浜北区貴布祢２３２番地の３
愛知県日進市岩崎町竹ノ山５７番地
愛知県名古屋市昭和区南山町１４番地
三重県四日市市安島一丁目２番５号
京都府京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２番地
京都部京都市東山区一橋宮ノ内町７番地
京都府京都市下京区堺町通松原下ル鍛冶屋町２５４番地
大阪府大阪市西区土佐堀一丁目５番６号
大阪府大阪市生野区鶴橋一丁目６番３４号
大阪府大阪市中央区天満橋京町２番１７号
大阪府大阪市中央区島之内一丁目１４番３０号
大阪府大阪市西淀川区大和田五丁目１９番３０号
大阪府大阪市北区天満二丁目１番８号
大阪府大阪市西成区天下茶屋三丁目２０番１３号
大阪府大阪市阿倍野区丸山通一丁目６番３号
大阪府大阪市中央区粉川町２番９号
大阪府大阪市福島区福島六丁目２５番２３号
大阪府大阪市阿倍野区松崎町三丁目９番１１号
大阪府大阪市天王寺区大道一丁目１２番６号
大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目９番３６号
大阪府大阪市福島区吉野四丁目１３番４号
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学校法人 福田学園
学校法人 ミクニ学園
学校法人 村川学園
学校法人 森ノ宮医療学園
学校法人 大原学園
学校法人 辰巳学園
学校法人 永井学園
学校法人 和歌山キリスト教青年会
学校法人 倉敷ファッションカレッジ
学校法人 第一平田学園
学校法人 武田学園
学校法人 本山学園
一般社団法人 広島県東部美容協会
学校法人 英数学館
学校法人 教文学園
学校法人 鶴学園
学校法人 中川学園
学校法人 原田学園
学校法人 ひらた学園
学校法人 広島ＹＭＣＡ学園
学校法人 古沢学園
広島芸術専門学校
学校法人 大麻学園
学校法人 土佐明青学園
社会福祉法人 長い坂の会
学校法人 日翔学園
医療法人 八女発心会
学校法人 ＩＬＰ学園
学校法人 大村文化学園
学校法人 中村英数学園
学校法人 福岡成蹊学園
学校法人 福岡理美容学園
学校法人 福岡ＹＭＣＡ学園
学校法人 宮田学園
学校法人 高山学園
公益財団法人 福岡ＹＭＣＡ
学校法人 辛島学園
学校法人 九州総合学院
学校法人 熊本ＹＭＣＡ学園
学校法人 松本学園
学校法人 東洋学園
学校法人 宮崎総合学院
学校法人 榎園学園
学校法人 大庭学園
学校法人 ＫＢＣ学園
学校法人 ＳＯＬＡ沖縄学園
学校法人 智晴学園
学校法人 パシフィックテクノカレッジ学園
学校法人 琉美学園
専修学校 海邦電子ビジネス専門学校
専門学校 尚学院国際ビジネスアカデミー
専門学校 那覇日経ビジネス
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大阪府大阪市北区天満一丁目９番２７号
大阪府大阪市淀川区三国本町三丁目３５番８号
大阪府泉大津市東豊中町三丁目１番１５号
大阪府大阪市東成区中本四丁目１番８号
奈良県奈良市富雄元町一丁目１３番４１号
奈良県奈良市法蓮町７番地の２
奈良県西大寺新田町１番１５号
和歌山県和歌山市太田一丁目１２番１３号
岡山県倉敷市阿知一丁目１４番１３号
岡山県岡山市北区船頭町１２番地
岡山県岡山市北区駅元町５番１８号
岡山県岡山市北区大供三丁目２番１８号
広島県福山市西町二丁目１６番１５号
広島県広島市中区小町８番３２号
広島県福山市城見町二丁目２番８号
広島県広島市佐伯区三宅二丁目１番１号
広島県安芸郡海田町大正町２番２７号
広島県広島市西区福島町二丁目４番１号
広島県広島市南区比治山本町１４番２２号
広島県広島市中区八丁堀７番１１号
広島県広島市中区中島町９番１１号
広島県広島市南区的場町１丁目８番１５号
香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁６２番地１
高知県高知市上町一丁目３番６号
高知県高知市針北一丁目１４番３０号
高知県高知市本宮町６５番地７
福岡県八女郡広川町大字新代２３１６番地
福岡県福岡市中央区大名一丁目９番５１号
福岡県福岡市中央区黒門２番６号
福岡県福岡市中央区舞鶴一丁目５番３０号
福岡県福岡市東区馬出一丁目８番２７号
福岡県福岡市中央区大名二丁目２番９号
福岡県福岡市城南区七隈一丁目１番１０号
福岡県福岡市南区塩原四丁目１７番１７号
福岡県福岡市中央区大濠二丁目８番１３号
福岡県福岡市城南区七隈一丁目１番１０号
熊本県熊本市中央区辛島町８番１４号
熊本県熊本市中央区本荘町６５７番地
熊本県熊本市中央区新町一丁目３番８号
熊本県熊本市玉名市中４番地
宮崎県宮崎市田野町こう１５５６番地１
宮崎県宮崎市老松一丁目３番７号
鹿児島県鹿児島市田上三丁目４番８号
沖縄県那覇市久米一丁目５番１７号
沖縄県那覇市東町２３番地５
沖縄県宜野湾市大山七丁目９番８号
沖縄県国頭郡金武町字金武４３４８番地の２
沖縄県宜野湾市真志喜三丁目２９番１号
沖縄県那覇市牧志二丁目６番２５号
沖縄県うるま市赤道３６０－２
沖縄県那覇市泊２丁目１７番地の４
沖縄県那覇市安里１丁目１番５３号

