
（私立専門学校）

確認大学等
の名称 確認大学等
の所在地 設置者の
名称 設置者の主たる
事務所の所在地 備考

大阪電子専門学校 大阪市天王寺区勝山4-5-6 学校法人木村学園 大阪市天王寺区勝山4-5-6

修成建設専門学校 大阪市西淀川区大和田5-19-30 学校法人修成学園 大阪市西淀川区大和田5-19-30

大阪工業技術専門学校 大阪市北区天満1-8-24 学校法人福田学園 大阪市北区天満1-9-27

日本理工情報専門学校 大阪市東淀川区大隅1-1-25 学校法人瓶井学園 大阪市東淀川区大桐2-6-6

ビジュアルアーツ専門学校 大阪市北区曽根崎新地2-5-23 学校法人Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台2-11-16

ホンダテクニカルカレッジ関西 大阪狭山市東くみの木2-1937-1 学校法人ホンダ学園 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡 5-2-2

大阪情報専門学校 大阪市東成区中本1-5-21 学校法人電子開発学園九州 福岡県北九州市小倉北区浅野2-4-1

日本分析化学専門学校 大阪市北区天満2-1-1 学校法人重里学園 大阪市北区天満2-1-8

ＨＡＬ大阪 大阪市北区梅田3-3-1 学校法人日本教育財団 大阪市北区梅田3-3-1

日本コンピュータ専門学校 大阪市東淀川区豊新1-21-22 学校法人瓶井学園 大阪市東淀川区大桐2-6-6

大阪情報コンピュータ専門学校 大阪市天王寺区上本町6-8-4 学校法人大阪経理経済学園 大阪市天王寺区上本町6-8-4

近畿コンピュータ電子専門学校 堺市西区鳳西町3-712-1 学校法人ヒラタ学園 堺市西区鳳西町3-712-1

中央工学校ＯＳＡＫＡ 豊中市寺内1-1-43 学校法人中央工学校 東京都北区王子本町1-26-17

清風情報工科学院 大阪市阿倍野区丸山通1-6-3　 学校法人清風明育社 大阪市阿倍野区丸山通1-6-3

ユービック情報専門学校 大阪市都島区片町2-10-5 学校法人東洋学園 大阪市旭区森小路2-21-1

大阪航空専門学校 堺市西区鳳西町3-712-1 学校法人ヒラタ学園 堺市西区鳳西町3-712-1

ＥＣＣコンピュータ専門学校 大阪市北区中崎西2-3-35 学校法人山口学園 大阪市北区中崎西2-3-35

大阪自動車整備専門学校 大阪市天王寺区城南寺町7-19 学校法人岡崎学園 大阪市天王寺区城南寺町7-19

大阪モード学園 大阪市北区梅田3-3-2 学校法人日本教育財団 大阪市北区梅田3-3-1

上田安子服飾専門学校 大阪市北区芝田2-5-8 学校法人上田学園 大阪市北区芝田2-5-8

大阪文化服装学院 大阪市淀川区三国本町3-35-8 学校法人ミクニ学園 大阪市淀川区三国本町3-35-8

東洋きもの専門学校 大阪市旭区清水1-1-6 学校法人東洋学園 大阪市旭区森小路2-21-1

関西経理専門学校 大阪市北区天神橋2-北1-2 学校法人大阪学院大学 大阪市北区天神橋2-北1-2

大阪ビジネスカレッジ専門学校 大阪市北区堂島浜1-1-7 学校法人Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台2-11-16

大阪観光専門学校 大阪市北区堂島2-3-11 学校法人Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台2-11-16

ホスピタリティ　ツーリズム専門学校大阪 大阪市西区江戸堀2-1-25 学校法人トラベルジャーナル学園 東京都中野区東中野3-18-11

中央ＩＴビジネス専門学校 大阪市東住吉区北田辺1-11-22 学校法人後藤学園 大阪市東住吉区北田辺1-11-1

大阪ＩＴプログラミング＆会計専門学校 大阪市福島区福島7-4-14 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

大阪医療秘書福祉専門学校 大阪市淀川区西中島3-4-10 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大阪ITプログラミング＆会計専門学校天王寺校 大阪市天王寺区茶臼山町1-15 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

大阪観光ビジネス学院 大阪市西成区花園南1-4-2 学校法人花園南学園 大阪市西成区花園南1-4-2

大阪ホテル専門学校 大阪市西区江戸堀2-1-24 学校法人トラベルジャーナル学園 東京都中野区東中野3-18-11

大阪テーマパーク・ダンス専門学校 大阪市西区江戸堀2-6-29 学校法人トラベルジャーナル学園 東京都中野区東中野3-18-11

南大阪看護専門学校 大阪市西成区南津守7-14-31 社会医療法人景岳会 大阪市住之江区東加賀屋1-18-18

岸和田市医師会看護専門学校 岸和田市荒木町1-1-51　 一般社団法人岸和田市医師会 岸和田市荒木町1-1-51

専門学校ベルランド看護助産大学校 堺市中区東山500-3 社会医療法人生長会 和泉市肥子町1-10-17

行岡医学技術専門学校 大阪市北区本庄東1-13-11 学校法人行岡保健衛生学園 大阪市北区浮田2-2-11

一般社団法人大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校大阪市天王寺区堂ヶ芝1-3-27 一般社団法人大阪府歯科医師会 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-3-27

大阪歯科学院専門学校 大阪市西区新町3-12-11 一般社団法人歯英会 大阪市西区新町3-12-11

明治東洋医学院専門学校 吹田市西御旅町7-53 学校法人明治東洋医学院 京都府南丹市日吉町保野田ヒノ谷6-1

森ノ宮医療学園専門学校 大阪市東成区中本4-1-8 学校法人森ノ宮医療学園 大阪市東成区中本4-1-8

大阪歯科衛生士専門学校 大阪市天王寺区小橋町14-51　 学校法人加藤学園 大阪市天王寺区小橋町14-51

愛仁会看護助産専門学校 高槻市古曽部町1-3-33 社会医療法人愛仁会 大阪市西淀川区福町3-2-39

大阪医療技術学園専門学校 大阪市北区東天満2‐1‐30 学校法人大阪滋慶学園 大阪市淀川区宮原1-2-43

新大阪歯科技工士専門学校 大阪市淀川区東三国6-1-13 学校法人大阪滋慶学園 大阪市淀川区宮原1-2-43

なにわ歯科衛生専門学校 大阪市北区大深町2-179 学校法人平成医療学園 大阪市北区豊崎7-7-17

大阪府病院協会看護専門学校 大阪市浪速区浪速西2-13-9 一般社団法人大阪府病院協会 大阪市天王寺区六万体町4-11

大阪行岡医療専門学校長柄校 大阪市北区長柄西1-7-53 学校法人行岡保健衛生学園 大阪市北区浮田2-2-11

日本メディカル福祉専門学校 大阪市東淀川区大隅1-3-14 学校法人瓶井学園 大阪市東淀川区大桐2-6-6

四条畷看護専門学校 四條畷市田原台6-1-1 学校法人栗岡学園 四條畷市田原台6-1-1

阪奈中央リハビリテーション専門学校 四條畷市田原台6-4-43 学校法人栗岡学園 四條畷市田原台6-1-1

近畿大学附属看護専門学校 大阪狭山市大野東102-1 学校法人近畿大学 東大阪市小若江3-4-1

東洋医療専門学校 大阪市淀川区西宮原1-5-35 学校法人大阪滋慶学園 大阪市淀川区西宮原1-2-43

大阪リハビリテーション専門学校 大阪市北区天満1-17-3 学校法人福田学園 大阪市北区天満1-9-27

大阪医専 大阪市北区大淀中1-10-3 学校法人日本教育財団 大阪市北区梅田3-3-1

平成医療学園専門学校 大阪市北区中津6-10-15 学校法人平成医療学園 大阪市北区豊崎7-7-17

大阪医療福祉専門学校 大阪市淀川区宮原1‐2‐14 学校法人大阪滋慶学園 大阪市淀川区宮原1-2-43

履正社国際医療スポーツ専門学校 大阪市淀川区十三本町3-4-21 学校法人履正社 大阪市淀川区十三本町3-4-21

新大阪歯科衛生士専門学校 大阪市淀川区東三国6-1-45 学校法人大阪滋慶学園 大阪市淀川区宮原1-2-43

関西医科専門学校 大阪市北区末広町3-27　 学校法人大阪学院大学 大阪市北区天神橋2-北1-2

近畿医療専門学校 大阪市北区西天満5-3-10 学校法人近畿医療学園 大阪市北区西天満5-3-10

大阪医療看護専門学校 豊中市刀根山5‐1‐1 学校法人大阪滋慶学園 大阪市淀川区宮原1-2-43

錦秀会看護専門学校 河内長野市南花台4-24-1 学校法人阪和学園 河内長野市南花台4-24-1

関西美容専門学校 大阪市中央区天満橋京町2-17 学校法人関美学園 大阪市中央区天満橋京町2-17

グラムール美容専門学校 大阪市浪速区難波中1-4-4 学校法人グラムール学院 大阪市浪速区難波中1-4-4

高津理容美容専門学校 大阪市中央区日本橋2-8-20 学校法人古武学園 大阪市中央区日本橋2-8-20

大手前栄養学院専門学校 大阪市中央区大手前2-1-88 学校法人大手前学園 大阪市中央区大手前2-1-88
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大阪美容専門学校 大阪市中央区玉造2-28-27 学校法人大美学園 大阪市中央区玉造2-28-27

辻学園調理・製菓専門学校 大阪市北区西天満1-3-17 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大阪調理製菓専門学校 泉大津市東豊中町3-1-15　 学校法人村川学園 泉大津市東豊中町3-1-15

ル・トーア東亜美容専門学校 大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-85　 学校法人藤井学園 大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-85

辻学園栄養専門学校 大阪市北区西天満1-3-17 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大阪ベルェベル美容専門学校 大阪市北区茶屋町5-10 学校法人ロイヤル学園 兵庫県神戸市中央区江戸町90番

大阪ビューティーアート専門学校 大阪市淀川区西中島3-8-29 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

ヴェールルージュ美容専門学校 大阪市中央区南船場2-11-11 学校法人青丹学園 奈良県奈良市右京1-1-5

理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ 大阪市阿倍野区旭町2-1-2あべのポンテ2Ｆ 学校法人いわお学園 大阪市阿倍野区旭町2-1-2あべのポンテ2Ｆ

大阪調理製菓専門学校ecoleUMEDA 大阪市北区曽根崎新地1-1-4 学校法人村川学園 泉大津市東豊中町3-1-15

大阪キャリナリー製菓調理専門学校 大阪市西区北堀江2-9-14 学校法人コミュニケーションアート 大阪市西区新町1-18-22

南海福祉看護専門学校 高石市千代田6-12-53 社会福祉法人南海福祉事業会 高石市千代田6-12-53

大阪保育福祉専門学校 三島郡島本町山崎5-3-10 社会福祉法人大阪水上隣保館 三島郡島本町山崎5-3-18

関西社会福祉専門学校 大阪市阿倍野区帝塚山1-2-27 学校法人大屋学園 大阪市阿倍野区帝塚山1-2-27

大阪健康ほいく専門学校 泉大津市東豊中町3-1-15 学校法人村川学園 泉大津市東豊中町3-1-15

大阪保健福祉専門学校 大阪市淀川区宮原1-2-47 学校法人大阪滋慶学園 大阪市淀川区宮原1-2-43

大阪こども専門学校 大阪市淀川区西中島5-7-23 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大阪デザイナー専門学校 大阪市北区堂島2-3-20 学校法人Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台2-11

創造社デザイン専門学校 大阪市西区江戸堀1-25-15 学校法人創造社学園 大阪市西区江戸堀1-25-15

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 大阪市西区土佐堀1-5-6 学校法人大阪ＹＭＣＡ 大阪市西区土佐堀1-5-6

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 大阪市阿倍野区美章園2―23―9 学校法人塚本学院 大阪市東住吉区矢田2-14-19

大阪社体スポーツ専門学校 大阪市天王寺区大道1-12-6 学校法人椿本学園 大阪市天王寺区大道1-12-6

ＥＣＣ国際外語専門学校 大阪市北区中崎西2-1-6 学校法人山口学園 大阪市北区中崎西2-3-35

大阪ハイテクノロジー専門学校 大阪市淀川区宮原1-2-43 学校法人大阪滋慶学園 大阪市淀川区宮原1-2-43

キャットミュージックカレッジ専門学校 吹田市垂水町3-29-18　 学校法人大阪創都学園 吹田市垂水町3-29-18　

大阪スクールオブミュージック専門学校 大阪市西区新町1-18-22 学校法人コミュニケーションアート 大阪市西区新町1-18-22

ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴテクノロジー専門学校 大阪市西区北堀江2-4-6 学校法人コミュニケーションアート 大阪市西区新町1-18-22

大阪法律公務員専門学校 大阪市福島区福島6-9-21 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

大阪リゾートアンドスポーツ専門学校 大阪市淀川区西中島3-6-2 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大阪ペピイ動物看護専門学校 大阪市東成区中道3-8-15 学校法人宮﨑学園 大阪市東成区中道3-8-15

ＥＣＣアーティスト美容専門学校 大阪市北区中崎西1-8-5 学校法人山口学園 大阪市北区中崎西2-3-35

大阪アニメーションカレッジ専門学校 吹田市垂水町3-29-7 学校法人大阪創都学園 吹田市垂水町3-29-18　

大阪バイオメディカル専門学校 大阪市中央区島之内1-14-30 学校法人佐藤学園 大阪市中央区島之内1-14-30

関西ビューティプロ専門学校 大阪市中央区天満橋京町2-17 学校法人関美学園 大阪市中央区天満橋京町2-17

大阪法律公務員専門学校天王寺校 大阪市天王寺区茶臼山町1-15 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

専門学校ＥSPエンタテインメント大阪 大阪市北区豊崎3-21-7 学校法人イーエスピー学園 東京都新宿区高田馬場3-3-19

大阪ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校 大阪市西区新町1-18-10 学校法人コミュニケーションアート 大阪市西区新町1-18-22

大阪動物専門学校 大阪市福島区福島6-12-7 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

大阪動物専門学校天王寺校 大阪市天王寺区茶臼山町1-15 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 大阪市西区北堀江2-14-3 学校法人水野学園 東京都渋谷区神宮前5-29-2

ミス・パリエステティック専門学校 大阪市北区曽根崎2-2-18 学校法人ミスパリ学園 大阪市北区曽根崎2-2-18

大阪ブライダル専門学校 大阪市西区江戸堀2-1-25 学校法人トラベルジャーナル学園 東京都中野区東中野3-18-11

大阪ベルェベルビューティ&ブライダル専門学校 大阪市北区茶屋町8-30 学校法人ロイヤル学園 兵庫県神戸市中央区江戸町90番

大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校 大阪市北区天満橋1-5-9 学校法人コミュニケーションアート 大阪市西区新町1-18-22

放送芸術学院専門学校 大阪市北区天満橋1-5-9 学校法人コミュニケーションアート 大阪市西区新町1-18-22

大阪ウェディングアンドブライダル専門学校 大阪市淀川区西中島3-8-32 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校 大阪市西区新町1-32-1 学校法人コミュニケーションアート 大阪市西区新町1-18-22

大阪ウェディング&ホテル・IR専門学校 大阪市西区北堀江2-4-6 学校法人コミュニケーションアート 大阪市西区新町1-18-22

大阪アミューズメントメディア専門学校 大阪市淀川区西中島3-12-19 学校法人吉田学園 大阪市淀川区西中島3-12-19

履正社スポーツ専門学校北大阪校 箕面市森町西1-1-65 学校法人履正社 大阪市淀川区十三本町3-4-21

ＥＳＡ音楽学院専門学校 大阪市天王寺区玉造元町2-6 学校法人八洲学園 神奈川県横浜市西区桜木町7-42

大阪情報ＩＴクリエイター専門学校 大阪市浪速区難波中1-6-2 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

マロニエファッションデザイン専門学校 大阪市北区天神橋7-7-4 学校法人マロニエ文化学園 大阪市北区天神橋7-7-4

大原簿記専門学校大阪校 大阪市淀川区西中島3-15-22 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大阪保育こども教育専門学校 大阪市淀川区西中島3-8-12 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大原簿記法律専門学校難波校 大阪市浪速区難波中1-6-2 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大原簿記法律専門学校梅田校 大阪市北区太融寺町2-14 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大原医療福祉製菓専門学校梅田校 大阪市北区太融寺町2-14 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大阪歯科衛生学院専門学校 大阪市淀川区西中島3-8-18 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

泉州看護専門学校 堺市堺区老松町2-58-1 社会医療法人同仁会 堺市堺区大仙西町6-184-2

河﨑会看護専門学校 貝塚市水間511番地 医療法人河﨑会 貝塚市水間51番地

関西医療学園専門学校 大阪市住吉区苅田6-18-13 学校法人関西医療学園 泉南郡熊取町若葉2-11-1

北斗会看護専門学校 豊中市城山町1-10-3 社会医療法人北斗会 豊中市城山町1-9-1

日本歯科学院専門学校 東大阪市下小阪4-12-3 一般社団法人清医会 東大阪市下小阪4-12-1

日本医療学院専門学校 東大阪市下小阪4-12-3 一般社団法人清医会 東大阪市下小阪4-12-1

医療法人髙寿会近畿リハビリテーション学院 摂津市三島3-3-2 医療法人髙寿会 吹田市桃山台2-5-13

小出美容専門学校 堺市北区中百舌鳥町4-60 学校法人小出学園 堺市北区中百舌鳥町4-60

小出美容専門学校大阪校 大阪市浪速区戎本町2-10-8 学校法人小出学園 堺市北区中百舌鳥町4-60

大阪教育福祉専門学校 大阪市生野区林寺2-21-13　 学校法人大阪聖徳学園 大阪市生野区舎利寺3-11-24

大阪総合デザイン専門学校 大阪市北区芝田2-8-35 学校法人上田学園 大阪市北区芝田2-5-8

大原法律公務員＆スポーツ専門学校大阪校 大阪府大阪市淀川区西中島3-6-9 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大原スポーツ＆メディカルヘルス専門学校難波校 大阪市浪速区元町2-4-26 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校 大阪市浪速区元町2-4-26 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大阪ブレーメン動物専門学校 大阪市福島区大開2-19-19 学校法人野上学園 徳島県徳島市佐古一番町5-4
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