
ＹＥＳ－プログラムの認定講座を実施する機関名
機関名 地域

1 社団法人 北見地域職業訓練センター運営協会 北海道 北見市

2 社団法人苫小牧地域職業訓練センター運営協会 北海道 苫小牧市

3 社団法人 日高地域人材開発センター運営協会 北海道 浦河郡

4 職業訓練法人岩内地域人材開発センター運営協会 北海道 岩内郡

5 有限会社ワールドサポートセンター 青森県 青森市

6 青森タイピスト養成所 青森県 青森市

7 キャリアスクール　ソフトキャンパス 青森県 弘前市

8 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 岩手県 盛岡市

9 学校法人 日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 宮城県 仙台市

10 株式会社東北コミュニケーション研究所 宮城県 仙台市

11 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 宮城県 仙台市

12 聖和学園短期大学 宮城県 仙台市

13 株式会社ＪＭＴＣ 宮城県 登米市

14 秋田経理情報専門学校 秋田県 秋田市

15 株式会社キャリア・アシスト 山形県 酒田市

16 レッツコンピュータ学院 山形県 長井市

17 桜の聖母短期大学 福島県 福島市

18 有限会社 櫻庭 福島県 福島市

19 トコムＯＡスクール 会津若松本校 福島県 会津若松市

20 みとみ学園ライセンスアカデミー 福島県 会津若松市

21 ダイコー株式会社 福島県 南相馬市

22 有限会社 ケーネット 福島県 石川郡

23 あんしんネット 茨城県 つくば市

24 特定非営利活動法人　人材紹介研究所 埼玉県 さいたま市

25 ＴＣＳパソコンスクール 千葉県 銚子市

26 学校法人三橋学園船橋情報ビジネス専門学校 千葉県 船橋市

27 ＴＯＰパソコンスクール 千葉県 松戸市

28 学校法人朝日学園　明生情報ビジネス専門学校 千葉県 松戸市

29 学校法人日本橋女学館日本橋学館大学 千葉県 柏市

30 株式会社アスク  ＡＳＫ  ｅカレッジ 千葉県 君津市

31
アルファインフォメーションソリューション株式会社（旧　アル
ファスタッフ 株式会社）

東京都 千代田区

32 学校法人大原学園 東京都 千代田区

33 株式会社 フジスタッフ 東京都 千代田区

34 株式会社インテリジェンス（旧　株式会社学生援護会） 東京都 千代田区

35
株式会社 学情／Ｒｅ事業部（旧　株式会社 学情／東京本部  ＨＲ
Ｓ事業部）

東京都 千代田区

36 株式会社システムズ 東京都 千代田区

37 株式会社日本マンパワー 東京都 千代田区



38 特定非営利活動法人国際文化学習協会 東京都 千代田区

39 日本カウンセラー学院 東京都 千代田区

40 富士通オフィス機器株式会社（旧　富士通マイゼミナール） 東京都 千代田区

41 テンプスタッフ転身サポート株式会社 東京都 千代田区

42 株式会社 ウィング 東京都 中央区

43 物流実務カレッジ 東京都 中央区

44 キャプラン株式会社 東京都 港区

45 ソフトハウス株式会社 東京都 港区

46 株式会社 ジェイマムチェンジコンサルティング 東京都 港区

47 株式会社ネオキャリア 東京都 港区

48 株式会社 トラスト・エスピー・キューブ 東京都 新宿区

49 株式会社ワオ・コーポレーション 東京都 新宿区

50 全研本社株式会社 東京都 新宿区

51 日本マクドナルド株式会社 東京都 新宿区

52
株式会社ベネッセコーポレーション（旧　株式会社アイ･ピー･ユー･
コーポレーション）

東京都 文京区

53 東京医療秘書福祉専門学校 東京都 文京区

54 東京経営短大村田女子高等学校 東京都 文京区

55 学校法人 創志学園 専門学校 東京国際ビジネスカレッジ 東京都 台東区

56 学校法人 立志舎 東京都 墨田区

57 株式会社 シグマクレスト 東京都 品川区

58 アチーブメント株式会社 東京都 品川区

59 株式会社テックス 東京都 品川区

60 美川特区アットマーク国際高等学校 東京都 品川区

61 学校法人 食糧学院 東京都 世田谷区

62 自由が丘産能短期大学（旧　産能短期大学） 東京都 世田谷区

63 財団法人ＮＨＫ放送研修センター 東京都 世田谷区

64 Ｕ－ＣＡＮ 東京都 渋谷区

65 ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 東京都 渋谷区

66 学校法人 医学アカデミー 東京都 渋谷区

67 学校法人東放学園キャリアサポートセンター 東京都 渋谷区

68 株式会社 フラリック 東京都 渋谷区

69
トゥギャザー株式会社（旧　株式会社 トゥギャザーコーポレーショ
ン）

東京都 渋谷区

70 株式会社バックスグループ 東京都 渋谷区

71 社団法人日本経営協会 東京都 渋谷区

72 株式会社スーパーモード 東京都 渋谷区

73 株式会社ピグマ 東京都 渋谷区

74 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス 東京都 渋谷区

75 特定非営利活動法人日本人材教育協会 東京都 渋谷区

76 有限会社ベスト 東京都 渋谷区

77 中野キャリアスクール　（旧（株）アイエヌ） 東京都 中野区



78 株式会社東京リーガルマインド 東京都 中野区

79 株式会社アルク 東京都 杉並区

80 特定非営利活動法人 ヒューレック研究会 東京都 杉並区

81 株式会社アクセスブレイン 東京都 豊島区

82 株式会社ティーマップ 東京都 豊島区

83 株式会社マチス教育システム 東京都 豊島区

84 株式会社早稲田アカデミー 東京都 豊島区

85 学校法人盛本学園専門学校中野スクールオブビジネス 東京都 武蔵野市

86 特定非営利活動法人現代用語検定協会 東京都 稲城市

87 武蔵野大学 東京都 西東京市

88 特定非営利活動法人ＮＰＯ人材アカデミー 神奈川県 横浜市

89 岩谷学園テクノビジネス専門学校 神奈川県 横浜市

90 学校法人横浜商科大学 神奈川県 横浜市

91 横須賀商工会議所 神奈川県 横須賀市

92 学校法人鶴嶺学園神奈川情報通信専門学校 神奈川県 平塚市

93 ＰＣアカデミーオーシャン 神奈川県 小田原市

94 松蔭大学 神奈川県 厚木市

95 産業能率大学（旧　産能大学） 神奈川県 伊勢原市

96 株式会社アソピア 新潟県 新潟市

97 アピス株式会社 新潟県 新潟市

98 パジュ・ブレーン 新潟県 三条市

99 中条パソコンスクール 新潟県 胎内市

100 ＯＦＦＩＣＥ・よしとも 富山県 富山市

101 プライムビジネススクール 富山県 富山市

102 ジェイワン砺波スクール 富山県 砺波市

103 学校法人 浦山学園 富山情報ビジネス専門学校 富山県 射水郡

104 北陸学院短期大学 石川県 金沢市

105 富士通オープンカレッジ七尾校 石川県 七尾市

106 株式会社 ヒューマン・デザイン 福井県 福井市

107 特定非営利活動法人　ハートライセンス 福井県 福井市

108 有限会社 アドラック 山梨県 中巨摩郡

109 特定非営利活動法人　夢のデザイン塾 長野県 長野市

110 岡学園 長野ファッションカレッジ 長野県 長野市

111 国際情報専門学校　長野平青学園 長野県 長野市

112 国際コンピュータビジネス専門学校 長野県 松本市

113 松本大学松商短期大学部 長野県 松本市

114 有限会社　コミュニケーションズ・アイ 長野県 松本市

115 長野大学 長野県 上田市

116 長野県中野実業高等学校 長野県 中野市

117 岐阜商工会議所アカデミー 岐阜県 岐阜市



118 大垣・職業センター 岐阜県 大垣市

119 学校法人岐阜済美学院中部学院大学 岐阜県 関市

120 ＩＴスクール ミドルズ 静岡県 浜松市

121 株式会社アイティープランニング 静岡県 浜松市

122 インフィニティーパソコンスクール 静岡県 富士市

123 静岡アルス美容学校 静岡県 掛川市

124 有限会社ピーアイキャリアプランニング 愛知県 名古屋市

125 有限会社 パブリックサービス 愛知県 名古屋市

126 Ｉ．Ｃ．ＮＡＧＯＹＡ 愛知県 名古屋市

127 学校法人名古屋大原学園 愛知県 名古屋市

128
学校法人立志舎中央（旧　学校法人東京アイティー会計法律名古屋
学園）

愛知県 名古屋市

129 株式会社ニューホライズンジャパン 愛知県 名古屋市

130 ピープルスタッフ株式会社 愛知県 名古屋市

131 株式会社 プロセス・ラーニング 愛知県 名古屋市

132 株式会社学情／名古屋支社ＨＲＳ事業部 愛知県 名古屋市

133 学校法人名古屋安達学園専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 愛知県 名古屋市

134 株式会社アドフロンティア 愛知県 名古屋市

135 有限会社ジャンクション 愛知県 名古屋市

136 学校法人藤ノ花学園豊橋創造大学 愛知県 豊橋市

137 学校法人藤ノ花学園豊橋創造大学短期大学部 愛知県 豊橋市

138 有限会社センスアップカレッジ 愛知県 豊橋市

139 株式会社中部ハイテクサービス 愛知県 豊川市

140 株式会社アイシン・コラボ 愛知県 刈谷市

141 愛知学泉大学 愛知県 豊田市

142 名古屋経済大学短期大学部 愛知県 犬山市

143 有限会社キャリアサポーター（旧：株式会社エスジーケイ） 愛知県 知多郡

144 高田学苑高田短期大学 三重県 津市

145 有限会社 ジオ・ワーク 三重県 津市

146 皇學館大学 三重県 伊勢市

147 勢京ビジネス専門学校 三重県 伊勢市

148 ＭＵＣカレッジ 三重県 伊賀市

149 株式会社 ユニバコーポレーション 滋賀県 大津市

150 特定非営利活動法人 生涯啓発 滋賀県 大津市

151 特定非営利活動法人ライフステージ支援ネットワーク 滋賀県 大津市

152 イークリックパソコンスクール 滋賀県 東近江市

153 パソコン学習センター なかぶん 京都府 京都市

154 ヨーキパソコン教室 京都府 京都市

155
アイシーエル（旧　ＩＣＬキャリアエデュケーションセンター）
（旧　株式会社アイシーエル）

京都府 京都市

156 株式会社ジェイエスエル 京都府 京都市

157 株式会社ＰＨＰ研究所 京都府 京都市



158 株式会社モーリス 京都府 京都市

159 京都学園大学 京都府 亀岡市

160 ベアーズITアカデミー（旧　ベアーズパソコン教室） 京都府 向日市

161 大阪府立成城高等学校 大阪府 大阪市

162 株式会社エヌ・エム・アール流通総研 大阪府 大阪市

163 ＫＥＣ教育グループ 大阪府 大阪市

164 アイビービジネススクール 大阪府 大阪市

165 イングライセンスアカデミー 大阪府 大阪市

166 株式会社 プレースメント 大阪府 大阪市

167 株式会社学情／大阪営業本部ＨＲＳ事業部 大阪府 大阪市

168 関西経理専門学校 大阪府 大阪市

169 財団法人 大阪生涯職業教育振興協会 大阪府 大阪市

170 特定非営利活動法人 おおさか若者就労支援機構 大阪府 大阪市

171 ユービック情報専門学校 大阪府 大阪市

172 太成学院大学 大阪府 堺市

173 大阪障害者職業能力開発校 大阪府 堺市

174 大阪国際大学 大阪府 枚方市

175 北大阪商工会議所  北大阪プラザ 大阪府 枚方市

176 大阪産業大学エクステンションセンター 大阪府 大東市

177 関西女子短期大学 大阪府 柏原市

178 大阪商業大学 大阪府 東大阪市

179 株式会社 エム・シーアイ 兵庫県 神戸市

180 株式会社 ルート 兵庫県 神戸市

181 株式会社 神鋼ヒューマンクリエイト 兵庫県 神戸市

182 株式会社サンソフト神戸 兵庫県 神戸市

183 情報技術者養成学院 兵庫県 神戸市

184 有限会社アイ・エス・アールパーソネル 兵庫県 神戸市

185 株式会社ビジョンクエスト 兵庫県 姫路市

186 大手前短期大学 兵庫県 伊丹市

187 職業能力訓練センター Ｊスクール 奈良県 奈良市

188 帝塚山大学 奈良県 奈良市

189 株式会社アジア・ユナイテッド・コンピューティング 奈良県 奈良市

190 ＤＭＣビジネススクール 奈良県 大和高田市

191 奈良芸術短期大学 奈良県 橿原市

192 イーアンドアール・アソシエイション 奈良県 香芝市

193 株式会社 インサイト 鳥取県 米子市

194 パソコン教室ほうき塾 鳥取県 倉吉市

195 有限会社米子情報処理センター 鳥取県 境港市

196 株式会社 メリット 島根県 松江市

197 アイム株式会社 鳥取県 松江市

198 ピコシステムトレーニングセンター 岡山県 岡山市



199 岡山商科大学 岡山県 岡山市

200 中国短期大学 岡山県 岡山市

201 職業訓練法人東広島地域職業能力開発協会 広島県 東広島市

202 東亜大学 山口県 下関市

203 有限会社 ケイ・アンド・ワイ 山口県 山口市

204 有限会社山口ビジネス学院 山口県 山口市

205 有限会社 アオイ 山口県 光市

206 四国進学会株式会社 徳島県 板野郡

207 有限会社 ウェルネット 香川県 善通寺市

208
イヨテツケーターサービス株式会社　教育研修スクール（旧　イヨ
テツケーターサービス株式会社  ＯＡスクール）

愛媛県 松山市

209 株式会社キャップ 愛媛県 松山市

210 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 愛媛県 松山市

211 有限会社能力開発システム研究所 愛媛県 松山市

212 学校法人創志学園専門学校福岡国際ビジネスカレッジ 福岡県 福岡市

213 サンビジネススクール 福岡県 福岡市

214 田川カルチャースクール 福岡県 田川市

215 パソコンスクール ピーシーワークス 福岡県 筑後市

216 キャリアアップスクール 佐賀県 佐賀市

217 情報技術教育センター佐賀(有限会社　プライム) 佐賀県 佐賀市

218 特定非営利活動法人 キャリアコアサポート 佐賀県 佐賀市

219 有限会社 ジェイスタッフ 佐賀県 佐賀市

220
株式会社 ニューエイジ（旧　有限会社ニューエイジコンピュータシ
ステム）

佐賀県 佐賀市

221 有限会社ピーシーサポートエヌビーコム 佐賀県 佐賀市

222 アビリティスクール・マリオネット 熊本県 熊本市

223 有限会社 システムランド 熊本県 人吉市

224 アビリティスクール 宮崎県 宮崎市

225 プランニングＡＢＣ 宮崎県 日向市

226 鹿屋ビジネス専門学校 鹿児島県 鹿屋市

227 有限会社 スカイピーシー 鹿児島県 鹿屋市

228 沖縄県立伊良部高等学校 沖縄県 宮古島市

※ は今回認定分
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