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北海道立帯広高等技術専門学院 080-2464 北海道 帯広市西24条北2丁目18
北海道立北見高等技術専門学院 090-0826 北海道 北見市末広町356番地の1
北海道立釧路高等技術専門学院 084-0917 北海道 釧路市大楽毛南1丁目2番51号
北見技術工学院 090-0836 北海道 北見市東三輪5丁目1番地4
北海道立苫小牧高等技術専門学院 053-0052 北海道 苫小牧市新開町4丁目6番10号
網走地方高等職業訓練校 093-0045 北海道 網走市大曲1丁目1番4号
専修学校札幌科学技術専門学校 060-0042 北海道 札幌市中央区大通西17丁目1番22号
遠軽地方高等職業訓練校 099-0405 北海道 紋別郡遠軽町岩見通北10丁目1番地4
青森県立青森高等技術専門校 030-0122 青森県 青森市大字野尻字今田43番1号
弘前東高等学校 036-8103 青森県 弘前市大字川先4丁目4の1
宮城県立仙台高等技術専門校 983-0021 宮城県 仙台市宮城野区田子1丁目4番1号
宮城県立大崎高等技術専門校 989-6134 宮城県 大崎市古川米倉字上屋敷51番地
仙台南職業能力訓練センター 984-0825 宮城県 仙台市若林区古城3-21-1
宮城県立第二工業高等学校 980-0813 宮城県 仙台市青葉区米ヶ袋3-2-1
東北電子専門学校 980-0013 宮城県 仙台市青葉区花京院1-3-1
秋田県立大曲技術専門校 014-0052 秋田県 大仙市大曲川原2-30
新潟県立魚沼テクノスクール 949-7413 新潟県 魚沼市堀之内3335の1
国際情報工科自動車大学校 963-8811 福島県 郡山市方八町2-4-15
新潟県立新潟テクノスクール 950-0915 新潟県 新潟市鎧西1丁目11番2号
専修学校新潟工科専門学校 950-0932 新潟県 新潟市長潟2丁目1番4号
群馬県立前橋産業技術専門校 371-0006 群馬県 前橋市石関町124-1
群馬県立太田産業技術専門校 373-0032 群馬県 群馬県太田市新野町157-1
栃木県立県央産業技術専門校 321-0905 栃木県 宇都宮市平出工業団地48-4
茨城県立鹿島産業技術専門学院 311-2223 茨城県 鹿嶋市大字林572-1
茨城県立筑西産業技術専門学院 308-0847 茨城県 筑西市玉戸1336-54
茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院 310-0005 茨城県 水戸市水府町864-4
川越職業能力訓練センター 350-1162 埼玉県 埼玉県川越市南大塚６丁目４０番地１
千葉県立市原高等技術専門校 290-0053 千葉県 市原市平田981-1
銚子市共同高等職業訓練校 288-0814 千葉県 銚子市春日町754番地
日本電子専門学校 169-0073 東京都 新宿区百人町1-25-4
東京都立中央・城北職業能力開発センター赤羽校 115-0056 東京都 北区西が丘3-7-8
東京都立城東職業能力開発センター 120-0005 東京都 足立区綾瀬5-6-1
東京都立多摩職業能力開発センター 196-0033 東京都 昭島市東町3-6-33
東京都立多摩職業能力開発センター八王子校 193-0931 東京都 八王子市台町1-11-1
東京都立城南職業能力開発センター 140-0002 東京都 品川区東品川3-31-16
読売理工医療福祉専門学校 108-0014 東京都 港区芝5-26-16
東京工学院専門学校 184-8543 東京都 小金井市前原町5-1-29
日本工学院専門学校 144-0051 東京都 大田区西蒲田5-23-22
日本工学院八王子専門学校 192-0914 東京都 八王子市片倉町1404-1
専門学校神奈川総合大学校 243-0032 神奈川県 厚木市恩名一丁目17番18号
山梨県立峡南高等技術専門校 400-0501 山梨県 南巨摩郡富士川町青柳町3492
松本職業能力訓練センター 390-0871 長野県 松本市桐3-9-4
静岡県立浜松技術専門校 435-0056 静岡県 浜松市東区小池町2444-1
静岡県立清水技術専門校 424-0881 静岡県 静岡市清水区楠160
静岡県立工科短期大学校（沼津キャンパス） 410-0022 静岡県 沼津市大岡4044-24
愛知県立岡崎高等技術専門校 444-0802 愛知県 岡崎市美合町字平端２４番地
愛知県電気技術専門学院 461-0005 愛知県 名古屋市東区東桜1-2-14
愛知県立名古屋高等技術専門校 462-0023 愛知県 名古屋市北区安井2-4-48
名古屋工学院専門学校 456-0031 愛知県 名古屋市熱田区神宮四丁目7番21号
石川県立金沢産業技術専門校 920-0352 石川県 金沢市観音堂町チ9番地
（専）金沢科学技術大学 920-0861 石川県 金沢市三社町十一番十六号
福井職業能力訓練センター 918-8101 福井県 福井市一本木町52
京都電気技術専門学院 601-8021 京都府 京都市南区東九条宇賀辺町8-5
日本理工情報専門学校 533-0015 大阪府 大阪市東淀川区大隅1-1-25
関西テレビ電気専門学校 530-0052 大阪府 大阪市北区南扇町3-16
近畿コンピュータ電子専門学校 593-8326 大阪府 堺市西区鳳西町3-712-1
ユービック情報専門学校 534-0025 大阪府 大阪市都島区片町2丁目10番5号
大阪電子専門学校 543-0043 大阪府 大阪市天王寺区勝山4-5-6
大阪市立都島第二工業高等学校 534-0015 大阪府 大阪市都島区善源寺1-5-64
関電協電気工事訓練校 532-0024 大阪府 大阪市淀川区十三本町１丁目12番19号
株式会社きんでん　人材開発部　 663-8222 兵庫県 兵庫県西宮市今津久寿川町12-77
滋賀電気技術専門学院 525-0041 滋賀県 草津市青地町299-1
岡山県立北部高等技術専門校 708-0841 岡山県 津山市川崎953番地
岡山科学技術専門学校 700-0032 岡山県 岡山市北区昭和町8-10
広島県立福山高等技術専門校 720-0092 広島県 福山市山手町6丁目30-1
広島県立広島高等技術専門校 733-0851 広島県 広島市西区田方2-25-1
専門学校広島工学院大学校 731-3166 広島県 広島市安佐南区大塚東3-2-1
広島工業大学専門学校 733-8533 広島県 広島市西区福島町2丁目1-1
山口県立西部高等産業技術学校 752-0922 山口県 下関市千鳥ヶ丘町21番3号
香川県立高等技術学校高松校 761-8031 香川県 高松市郷東町587-1
香川県立高等技術学校丸亀校 763-8513 香川県 丸亀市港町307番地
徳島県立西部テクノスクール 779-4101 徳島県 美馬郡つるぎ町貞光字東浦128-4
高知県立高知高等技術学校 781-0112 高知県 高知市仁井田1188
福岡県立福岡高等技術専門校 813-0044 福岡県 福岡市東区千早4-24-1
福岡県立田川高等技術専門校 825-0005 福岡県 田川市大字糒2059
福岡県立大牟田高等技術専門校 837-0924 福岡県 大牟田市大字歴木475
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九州電気専門学校 812-0018 福岡県 福岡市博多区住吉4-4-5
佐賀県立産業技術学院 846-0031 佐賀県 多久市多久町7183-1
佐賀職業能力訓練センター 840-0856 佐賀県 佐賀市新生町2-1
長崎県立長崎高等技術専門校 851-2127 長崎県 西彼杵郡長与町高田郷547-21
長崎県立佐世保高等技術専門校 857-0361 長崎県 北松浦郡佐々町小浦免1572-26
熊本県立高等技術専門校 861-4108 熊本県 熊本市南区幸田1-4-1
大分県立大分高等技術専門校 870-1141 大分県 大分市大字下宗方字古川1035-1
宮崎県立産業技術専門校 881-0003 宮崎県 西都市大字右松362-1
宮崎第一高等学校 880-0924 宮崎県 宮崎市大字郡司分字平田迫甲767
日章学園高等学校 880-0125 宮崎県 宮崎市大字広原836
鹿児島県立鹿屋高等技術専門校 893-0032 鹿児島県 鹿屋市川西町3482
鹿児島工学院専門学校 891-0101 鹿児島県 鹿児島市五ヶ別府町字横座ヶ原下3721-7
沖縄県立浦添職業能力開発校 901-2113 沖縄県 浦添市字大平531
沖縄県立具志川職業能力開発校 904-2241 沖縄県 うるま市兼箇段1945番地


