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131032 白百合学園 八代白百合学園高等学校 熊本県八代市井上町７２７－１
131032 白百合学園 八代白百合学園幼稚園 熊本県八代市井上町７２７－１
131053 東海大学 東海大学 熊本県熊本市東区渡鹿９－１－１ 、熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽
131053 東海大学 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県熊本市東区渡鹿９－１－１
131053 東海大学 認定こども園　東海大学付属かもめ幼稚園 熊本県熊本市中央区帯山７－１３－４１
131143 大原学園 大原簿記公務員専門学校大分校 大分県大分市金池南１丁目２番２４号
131143 大原学園 大原医療介護福祉専門学校大分校 大分県大分市金池南１丁目２番２４号
13N050 高宮学園 専修学校代々木ゼミナール熊本校 熊本県熊本市春日１－１２－１０
13N144 髙橋学園 専門学校東京ＣＰＡ会計学院熊本校 熊本県熊本市西区春日２－４－５
261013 立命館 立命館アジア太平洋大学 大分県別府市十文字原１－１
40N011 金澤学園 北九州予備校大分校 大分県大分市金池町２－７－１７
40N039 電子開発学園九州 ＫＣＳ大分情報専門学校 大分県大分市東春日町１７－１９
431001 君が淵学園 崇城大学 熊本県熊本市西区池田４－２２－１
431001 君が淵学園 崇城大学専門学校 熊本県熊本市中央区花畑町１０－２５
431002 熊本学園 熊本学園大学 熊本県熊本市中央区大江２－５－１
431002 熊本学園 熊本学園大学付属高等学校 熊本県熊本市中央区大江２－５－１
431002 熊本学園 熊本学園大学付属中学校 熊本県熊本市中央区大江２－１－２１
431002 熊本学園 熊本学園大学付属敬愛幼稚園 熊本県熊本市中央区大江２－１－６１
431003 尚絅学園 尚絅大学 熊本県熊本市北区楡木６－５－１
431003 尚絅学園 尚絅大学短期大学部 熊本県熊本市中央区九品寺２－６－７８
431003 尚絅学園 尚絅高等学校 熊本県熊本市中央区九品寺２－６－７８
431003 尚絅学園 尚絅中学校 熊本県熊本市中央区九品寺２－６－７８
431003 尚絅学園 幼保連携型認定こども園　尚絅大学短期大学部附属こども園 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北２－８－１
431004 九州ルーテル学院 九州ルーテル学院大学 熊本県熊本市中央区黒髪３－１２－１６
431004 九州ルーテル学院 ルーテル学院高等学校 熊本県熊本市中央区黒髪３－１２－１６
431004 九州ルーテル学院 ルーテル学院中学校 熊本県熊本市中央区黒髪３－１２－１６
431004 九州ルーテル学院 認定こども園　ルーテル学院幼稚園 熊本県熊本市中央区黒髪３－１２－１６
431005 熊本城北学園 九州看護福祉大学 熊本県玉名市富尾８８８番地
431006 御船学園 平成音楽大学 熊本県上益城郡御船町滝川１６５８
431007 銀杏学園 熊本保健科学大学 熊本県熊本市北区和泉町亀の甲３２５
432004 八商学園 中九州短期大学 熊本県八代市平山新町４４３８
432004 八商学園 秀岳館高等学校 熊本県八代市興国町１－５
434001 有明学園 有明高等学校 熊本県荒尾市増永２２００
434003 加寿美学園 熊本中央高等学校 熊本県熊本市中央区内坪井町４－８
434003 加寿美学園 坪井幼稚園 熊本県熊本市中央区内坪井町４－１９
434004 菊池女子学園 菊池女子高等学校 熊本県菊池市隈府１０８１
434005 九州学院 九州学院高等学校 熊本県熊本市中央区大江５－２－１
434005 九州学院 九州学院中学校 熊本県熊本市中央区大江５－２－１
434005 九州学院 幼保連携型認定こども園九州学院みどり幼稚園 熊本県熊本市中央区大江５－３－３６
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434007 慶誠学園 慶誠高等学校 熊本県熊本市中央区大江４－９－５８
434008 泉心学園 熊本国府高等学校 熊本県熊本市中央区国府２－１５－１
434009 熊本信愛女学院 熊本信愛女学院高等学校 熊本県熊本市中央区上林町３番１８号
434009 熊本信愛女学院 熊本信愛女学院中学校 熊本県熊本市中央区上林町３番１８号
434009 熊本信愛女学院 熊本信愛女学院幼稚園 熊本県熊本市中央区上林町２番２０号
434010 開新学園 開新高等学校 熊本県熊本市中央区大江６－１－３３
434010 開新学園 熊本工業専門学校 熊本県熊本市東区長嶺東５丁目１番１号
434011 熊本マリスト学園 熊本マリスト学園高等学校 熊本県熊本市東区健軍２－１１－５４
434011 熊本マリスト学園 熊本マリスト学園中学校 熊本県熊本市東区健軍２－１１－５４
434012 玉名学園 専修大学玉名高等学校 熊本県玉名市岱明町野口１０４６
434013 玉名白梅学園 玉名女子高等学校 熊本県玉名市岩崎１０６１
434014 鎮西学園 鎮西高等学校 熊本県熊本市中央区九品寺３－１－１
434014 鎮西学園 真和高等学校 熊本県熊本市中央区九品寺３－１－１
434014 鎮西学園 真和中学校 熊本県熊本市中央区九品寺３－１－１
434014 鎮西学園 鎮西中学校 熊本県熊本市中央区九品寺３－１－１
434016 松浦学園 城北高等学校 熊本県山鹿市志々岐７９８
434017 文徳学園 文徳高等学校 熊本県熊本市西区池田４－２２－２
434017 文徳学園 文徳中學校 熊本県熊本市西区池田４－２２－２
434018 学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校 熊本県天草市御所浦町牧島１０６５―３
437001 鳳学園 おおとりの丘認定こども園 熊本県玉名市岱明町上６０－２
437002 九州音楽学園 九州音楽幼稚園 熊本県熊本市中央区水前寺公園２３－２１
437002 九州音楽学園 九州音楽京塚幼稚園 熊本県熊本市東区尾ノ上１－４７－９
437002 九州音楽学園 九州音楽専門学院 熊本県熊本市中央区水前寺公園２３－２１
437003 湖東学園 幼保連携型認定こども園ことう 熊本県熊本市東区湖東１－１２－２６
437003 湖東学園 幼保連携型認定こども園ことうだいに 熊本県熊本市東区健軍３－３６－１４
437003 湖東学園 幼保連携型認定こども園にしばる 熊本県熊本市東区新南部３－３－５１
437003 湖東学園 幼保連携型認定こども園とうぶ 熊本県熊本市東区花立５－４－９３
437003 湖東学園 専門学校湖東カレッジ 熊本県熊本市東区湖東１－１２－２６
437003 湖東学園 専門学校湖東カレッジ唐人町校 熊本県熊本市中央区上鍛冶屋町８－２
437004 第一学園 認定こども園第一幼稚園 熊本県熊本市中央区坪井４－２０－２２
437004 第一学園 認定こども園第二幼稚園 熊本県熊本市北区清水東町１０－４５
437004 第一学園 杉並台幼稚園 熊本県合志市幾久富１６５６－４８５
437004 第一学園 合志こども園 熊本県合志市幾久富１６４７－９６
437005 高森学園 認定こども園高森幼稚園 熊本県阿蘇郡高森町大字高森１９４９－１
437006 松本学園 おおくらの森幼稚園 熊本県玉名市大倉１５０３－１
437006 松本学園 長洲幼稚園 熊本県玉名郡長洲町長洲６０７
437006 松本学園 日本総合教育専門学校 熊本県玉名市中４
437007 常盤学園 ときわ幼稚園 熊本県熊本市中央区本荘町中の坪６８９
437007 常盤学園 専修学校常盤学院 熊本県熊本市中央区本荘町６８３－２
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437008 中九州学園 画図幼稚園 熊本県熊本市中央区出水８－７－４０
437008 中九州学園 出水幼稚園 熊本県熊本市中央区国府２－１０－３９
437008 中九州学園 白山幼稚園 熊本県熊本市中央区菅原町６－１１
437009 中球磨学園 認定こども園中球磨幼稚園 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１９１２
437010 マリア学園 聖母幼稚園 熊本県熊本市東区南町１３－７
437010 マリア学園 マリア幼稚園 熊本県熊本市中央区水前寺４－３１－５６
437011 水俣学園 水俣幼稚園 熊本県水俣市天神町１－５－２４
437012 水俣ふたば幼稚園 水俣ふたば幼稚園 熊本県水俣市大園町１－４－１１
437013 八千把学園 八千把幼稚園 熊本県八代市上野町１１９０－１
437014 リズム幼稚園 リズム幼稚園 熊本県合志市須屋２０７０－１３
437015 竜昇学園 菊池幼稚園 熊本県菊池市隈府１６３７－３
437017 松橋学園 松橋幼稚園 熊本県宇城市松橋町西下郷９１２－１
437018 光寿学園 ルンビニー幼稚園 熊本県熊本市南区近見２－７－２
437019 金城学園 暁幼稚園 熊本県熊本市西区島崎５－４７－４１
437021 教法学園 六華幼稚園 熊本県合志市野々島５０９９－２
437022 杉森学園 認定こども園府本幼稚園 熊本県荒尾市樺９７０
437024 西村学園 認定こども園第二四ッ山幼稚園 熊本県荒尾市荒尾２８３５
437026 和孝学園 ちぐさ幼稚園 熊本県熊本市西区池上町北平１３３－３
437027 熊本音楽学園 武蔵ヶ丘幼稚園 熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘５－９－１６
437028 愛和学苑 美鈴幼稚園 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北３－１－３５
437028 愛和学苑 亀の子幼稚園 熊本県熊本市西区谷尾崎町４３９－１
437028 愛和学苑 幼保連携型認定こども園西部音楽幼稚園 熊本県熊本市西区中原町６８６
437028 愛和学苑 大津音楽幼稚園 熊本県菊池郡大津町大津１６０４－３
437029 井島学園 さくら幼稚園 熊本県熊本市東区長嶺南１－４－８０
437029 井島学園 第２さくら体育幼稚園 熊本県熊本市東区戸島西７－１－１２
437030 四山学園 認定こども園荒尾四ッ山幼稚園 熊本県荒尾市西原町２－３－３４
437031 ステラマリス学園 人吉幼稚園 熊本県人吉市寺町７
437031 ステラマリス学園 熊本聖母愛児幼稚園 熊本県熊本市西区島崎６－１－１８
437032 大阿蘇学園 認定こども園阿蘇中央幼稚園 熊本県阿蘇市黒川７５８
437033 勝専坊学園 ひかわ幼稚園 熊本県八代郡氷川町早尾４１８－１
437033 勝専坊学園 竜北さくら幼稚園 熊本県八代郡氷川町野津４１２２－５
437035 ゆたか学園 ゆたか幼稚園 熊本県熊本市南区今町１６１－１
437036 桃光学園 認定こども園あけぼの幼稚園 熊本県荒尾市増永９６２－１
437037 立田学園 立田幼稚園 熊本県熊本市北区龍田６－１２－１
437038 上村学園 あおぞら幼稚園 熊本県球磨郡あさぎり町上北１２９２
437039 はちす学園 砥用音楽幼稚園 熊本県下益城郡美里町土喰３５８－５
437040 北部学園 幼保連携型認定こども園ほくぶ幼稚園 熊本県熊本市北区鹿子木町３５６
437041 白藤学園 力合幼稚園 熊本県熊本市南区白藤１－２２－７
437043 桜露学園 認定こども園小鳩幼稚園 熊本県荒尾市一部山浦２１８２－２６６
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437044 中九州第二学園 帯山幼稚園 熊本県熊本市中央区帯山４－４２－１６
437044 中九州第二学園 わかくさ幼稚園 熊本県熊本市南区南高江７－９－３６
437046 錦学園 錦こども園 熊本県球磨郡錦町大字西３６０４－７
437047 松寿学園 松寿幼稚園 熊本県八代市郡築八番町４５－４
437048 九州中部学園 認定こども園肥後菊幼稚園 熊本県宇城市松橋町萩尾２０５６
437049 岡崎学園 荒尾第一幼稚園 熊本県荒尾市川登１８５０
437050 みゆき学園 恵水幼稚園 熊本県熊本市南区御幸笛田３－１３－１２
437051 本田学園 あじさい幼稚園 熊本県上益城郡益城町安永４４７－６
437052 松橋誠光学園 まこと幼稚園 熊本県宇城市松橋町豊福１０１７－３
437053 双羽学園 認定こども園双羽幼稚園 熊本県菊池市七城町甲佐町４４３－２
437054 熊本王栄学園 王栄幼稚園 熊本県熊本市中央区九品寺２－２－４４
437055 天神学園 認定こども園くるみ幼稚園 熊本県熊本市東区渡鹿８－１－１８
437056 倉岳学園 苓陽幼稚園 熊本県天草市倉岳町棚底９８１－１
437057 桐原学園 小国幼稚園 熊本県阿蘇郡小国町下城４０１－３
437058 岡田学園 認定こども園白梅幼稚園 熊本県宇城市不知火町長崎２２０９－１
437059 ぎんなん学園 大窪幼稚園 熊本県熊本市北区大窪３－２－２５
437060 青井学園 青井幼稚園 熊本県人吉市上青井町１１７－２
437062 有明中央学園 ひまわり幼稚園 熊本県玉名郡長洲町宮野１２８９－１
437062 有明中央学園 認定こども園南関ひまわり幼稚園 熊本県玉名郡南関町上坂下１３３９
437062 有明中央学園 認定こども園菊水ひまわり幼稚園 熊本県玉名郡和水町前原２８５－５
437063 しろやま学園 幼保連携型認定こども園城山幼稚園 熊本県熊本市西区城山大塘１－２１－１
437064 清水学園 城北幼稚園 熊本県熊本市北区清水新地２－８－２
437064 清水学園 西日本教育医療専門学校 熊本県熊本市東区健軍３－５０－２１
437065 田原坂学園 植木中央幼稚園 熊本県熊本市北区植木町舞尾５４４－２
437066 横島学園 横島幼稚園 熊本県玉名市横島町横島２３４５－１
437067 熊本キリスト教学園 認定こども園荒尾めぐみ幼稚園 熊本県荒尾市増永６４７－２
437067 熊本キリスト教学園 認定こども園霊泉幼稚園 熊本県山鹿市山鹿２２５
437068 本願寺学園 人吉中央幼稚園 熊本県人吉市南泉田町９９
437069 法輪学園 認定こども園あそひかり幼稚園 熊本県阿蘇市一の宮町中通３０２－５
437070 南熊本学園 熊本音楽幼稚園 熊本県熊本市南区出仲間６－１４－４０
437071 浄国学園 高平幼稚園 熊本県熊本市北区高平２－２０－３２
437072 花陵学園 花陵幼稚園 熊本県熊本市西区田崎３－１－５２
437073 シャローム学園 愛隣幼稚園 熊本県天草市牛深町１５４６－３
437075 東光学園 竜北東光幼稚園 熊本県八代郡氷川町鹿島１０５８－３
437076 熊本ルーテル学園 早蕨幼稚園 熊本県水俣市陣内２－２－１
437076 熊本ルーテル学園 認定こども園神水幼稚園 熊本県熊本市中央区神水１－１４－１
437076 熊本ルーテル学園 認定こども園めぐみ幼稚園 熊本県熊本市東区水源２－２－１
437077 岱明学園 幼保連携型認定こども園岱明幼稚園 熊本県玉名市岱明町大野下２６６－２
437078 玉虫学園 認定こども園滝尾幼稚園 熊本県上益城郡御船町滝尾６２５７－９
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437079 八代聖愛学園 認定こども園聖愛幼稚園 熊本県八代市袋町５－１
437080 玉名ルーテル学園 認定こども園玉名ルーテル幼稚園 熊本県玉名市繁根木２１
437081 開田学園 幼保連携型認定こども園みやじま幼稚園 熊本県荒尾市万田９１８－１
437082 吉良学園 白川幼稚園 熊本県菊池郡大津町大字森５４－１
437083 光徳寺学園 たまきな幼稚園 熊本県玉名市玉名下深田１２４９－１
437086 熊本ＹＭＣＡ学園 ＹＭＣＡ水前寺幼稚園 熊本県熊本市中央区出水３－１２－１
437086 熊本ＹＭＣＡ学園 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 熊本県熊本市中央区新町１－３－８
437088 天草しらゆり学園 本渡カトリック聖心幼稚園 熊本県天草市大浜町３－２８
43N002 梅野学園 八代実業専門学校 熊本県八代市迎町１－１６－３３
43N003 中島学園 熊本情報経理専門学校 熊本県熊本市中央区本荘３－１－６
43N003 中島学園 熊本歯科技術専門学校 熊本県熊本市中央区本荘３－１－６
43N004 出田文化学園 ヒロ・デザイン専門学校 熊本県熊本市中央区紺屋今町３－１４
43N006 井本学園 専門学校ＩＥＣ熊本国際大学校 熊本県八代市日置町６５１－１
43N007 華苑学園 熊本看護専門学校 熊本県熊本市西区上熊本１－１０－８
43N008 九州測量専門学校 九州測量専門学校 熊本県熊本市北区龍田７－３６－８０
43N010 熊本壷溪塾学園 専修学校熊本壷溪塾 熊本県熊本市中央区内坪井町５－１０
43N011 三角学園 三角商業専門学校 熊本県宇城市三角町三角浦１１５９－７８
43N012 辛島学園 熊本外語専門学校 熊本県熊本市中央区辛島町８－１４
43N013 赤山学園 九州技術教育専門学校 熊本県人吉市駒井田町２１６－１２
43N016 青照学舎 メディカル・カレッジ青照館 熊本県宇城市三角町波多２８６４－１１１
43N016 青照学舎 熊本駅前看護リハビリテーション学院 熊本県熊本市西区春日２－１－１５
43N017 中九州第三学園 熊本社会福祉専門学校 熊本県熊本市中央区国府２－６－１６
43N018 公務員ゼミナール 専門学校公務員ゼミナール熊本校 熊本県熊本市西区池亀町５－５
43N019 立志学園 九州中央リハビリテーション学院 熊本県熊本市中央区本山３－３－８４
43N020 未来創造学園 熊本電子ビジネス専門学校 熊本県熊本市中央区九品寺２－２－３８
43N020 未来創造学園 熊本デザイン専門学校 熊本県熊本市中央区大江本町２－５
43N021 熊本ロイヤル学園 熊本ベルェベル美容専門学校 熊本県熊本市中央区紺屋今町２－１８
43N022 九州総合学院 九州工科自動車専門学校 熊本県熊本市中央区本荘町６５７
43N023 九州美容専門学校 九州美容専門学校 熊本県熊本市中央区南坪井町１０－２８
441001 文理学園 日本文理大学 大分県大分市大字一木１７２７－１６２
441001 文理学園 日本文理大学附属高等学校 大分県佐伯市鶴谷町２－１－１０
441001 文理学園 日本文理大学医療専門学校 大分県大分市大字一木１７２７－１６２
441002 別府大学 別府大学 大分県別府市北石垣８２
441002 別府大学 別府大学短期大学部 大分県別府市北石垣８２
441002 別府大学 明豊高等学校 大分県別府市野口原３０８８
441002 別府大学 明豊中学校 大分県別府市野口原３０８８
441002 別府大学 明星小学校 大分県別府市野口原３０８８
441002 別府大学 別府大学附属幼稚園 大分県別府市北石垣８２
441002 別府大学 明星幼稚園 大分県別府市野口原３０８８
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441002 別府大学 別府大学附属看護専門学校 大分県別府市北石垣８２
442001 扇城学園 東九州短期大学 大分県中津市大字一ツ松２１１番地
442001 扇城学園 東九州龍谷高等学校 大分県中津市大字中殿５２７
442001 扇城学園 東九州短期大学附属幼稚園 大分県中津市大字一ツ松２１１番地
442002 平松学園 大分短期大学 大分県大分市千代町３－３－８
442002 平松学園 大分東明高等学校 大分県大分市千代町２－４－４
442002 平松学園 向陽中学校 大分県大分市千代町３－３－２４
442002 平松学園 千代町幼稚園 大分県大分市千代町３－３－８
442002 平松学園 城南幼稚園 大分県大分市永興字弁財天６０４－３０
442002 平松学園 明野第一幼稚園 大分県大分市明野西１丁目２２－１
442002 平松学園 大分臨床検査技師専門学校 大分県大分市千代町３－３－８
442002 平松学園 大分歯科専門学校 大分県大分市千代町３－３－８
442002 平松学園 大分臨床工学技士専門学校 大分県大分市千代町２－３－４６
442002 平松学園 大分視能訓練士専門学校 大分県大分市住吉町１－１１２７－１
442002 平松学園 大分リハビリテーション専門学校 大分県大分市千代町３－２２
442002 平松学園 大分介護福祉士専門学校 大分県大分市新川西３組
442002 平松学園 大分医学技術専門学校 大分県大分市千代町１丁目１－１０
442002 平松学園 大分スク－ルオブ・ビジネス 大分県大分市千代町３－１－２１
442003 溝部学園 別府溝部学園短期大学 大分県別府市大字野田字通山７８
442003 溝部学園 別府溝部学園高等学校 大分県別府市大字野田字通山７８
442003 溝部学園 認定こども園　ひめやま幼稚園 大分県別府市大字野田字通山７８
442003 溝部学園 大分県歯科技術専門学校 大分県別府市大字野田字通山７８
444001 稲葉学園 竹田南高等学校 大分県竹田市竹田２５０９
444001 稲葉学園 しらゆり幼稚園 大分県竹田市竹田２５０９
444003 岩尾昭和学園 昭和学園高等学校 大分県日田市日ノ出町１４
444004 岩田学園 岩田高等学校 大分県大分市岩田町１－１－１
444004 岩田学園 岩田中学校 大分県大分市岩田町１－１－１
444005 大分高等学校 大分高等学校 大分県大分市明野高尾１－６－１
444005 大分高等学校 大分中学校 大分県大分市明野高尾１－６－１
444006 後藤学園 楊志館高等学校 大分県大分市桜ケ丘７番８号
444006 後藤学園 認定こども園　ごとう幼稚園 大分県大分市畑中４組
444006 後藤学園 えのくま幼稚園 大分県大分市大字荏隈字中洲１２２７
444006 後藤学園 智泉福祉製菓専門学校 大分県大分市大字荏隈字中島１１３５
444006 後藤学園 大分医療事務専門学校 大分県大分市桜ヶ丘５番２号
444006 後藤学園 専門学校国際調理フラワーカレッジ 大分県大分市東大道町１丁目６番１号
444006 後藤学園 藤華医療技術専門学校 大分県豊後大野市三重町内田４０００－１
444007 城南学園 福徳学院高等学校 大分県大分市永興５５０
444008 日田佐藤学園 藤蔭高等学校 大分県日田市田島本町５－４１
444010 吉用学園 柳ケ浦高等学校 大分県宇佐市江須賀９３９
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444010 吉用学園 ことぶき幼稚園 大分県宇佐市江須賀９３９
444010 吉用学園 専門学校九州総合スポーツカレッジ 大分県宇佐市大字金屋１９９－２
444011 渡邊学園 大分国際情報高等学校 大分県大分市新貝１１番４０号
444011 渡邊学園 認定こども園　とぜん幼稚園 大分県大分市日吉町１０番２２号
444012 府内学園 府内高等学校 大分県大分市金池南１－８－５
444012 府内学園 敷戸ふない幼稚園 大分県大分市敷戸東町６－１
444012 府内学園 府内学園 大分県大分市金池南１－８－５
447001 いずみケ丘学園 認定こども園どんぐり幼稚園 大分県豊後大野市三重町市場１４７７－４
447001 いずみケ丘学園 認定こども園しいのみこども園 大分県豊後大野市清川町砂田１８７９－１
447002 香光学園 認定こども園月隈こども園 大分県日田市城町１－７－１
447003 河野学園 認定こども園緑ヶ丘幼稚園 大分県日田市中尾町６９９
447003 河野学園 認定こども園緑ヶ丘第二幼稚園 大分県日田市天神町１４５
447004 佐伯大谷学園 ルンビニ幼稚園 大分県佐伯市城下東町５－４
447006 フレーベル学園 認定こども園三芳幼稚園 大分県日田市大字日高９２３－１
447007 ひまわり学園 認定こども園ひまわり幼稚園 大分県大分市中島中央１－２－１８
447007 ひまわり学園 ひまわり明野幼稚園 大分県大分市明野東１－６－４１
447008 白蓮学園 認定こども園白蓮幼稚園 大分県津久見市大友町４－１
447008 白蓮学園 認定こども園アソカ幼稚園 大分県臼杵市江無田４０８－９
447009 明照幼稚園 明照幼稚園 大分県大分市王子西町８－２７
447010 矢野学園 五条東渓幼稚園 大分県日田市天瀬町合田１９８８－１
447012 和順幼稚園 和順幼稚園 大分県津久見市上宮本町１８－１０
447014 大津学園 幼保連携型認定こども園みどり幼稚園 大分県大分市大字森字久保山１０３９－２
447015 牧野学園 まきの幼稚園 大分県大分市明野北１－９－１
447017 三信学園 やまばと幼稚園 大分県大分市大字下判田字馬場原３５０２
447018 すぎのこ学園 すぎのこ幼稚園 大分県大分市大字羽田９８８－２
447019 ふじが丘幼稚園 ふじが丘幼稚園 大分県大分市大字田尻字相津原９００
447020 青江白梅学園 青江白梅幼稚園 大分県津久見市地蔵町８－２
447020 青江白梅学園 千怒白梅幼稚園 大分県津久見市千怒字新地４４４８－２
447021 ルナ幼稚園 ルナ幼稚園 大分県大分市明野南１－２１－１
447022 大分愛隣学園 愛隣幼稚園 大分県大分市南太平寺１６
447023 渕野学園 富士見が丘幼稚園 大分県大分市富士見が丘東２－８－６
447024 田中学園 認定こども園めぐみ幼稚園 大分県中津市大字是則１２０３－２
447025 泉学園 認定こども園なぎさ幼稚園 大分県宇佐市大字辛島３２６
447026 栄昌学園 別府中央幼稚園 大分県別府市中央町９－３２
447027 道徳学園 のだ山幼稚園 大分県大分市大字野田字丑毛場３２３－５
447028 別府サレジオ学園 カトリック海の星幼稚園 大分県別府市末広町１－１４
447028 別府サレジオ学園 大分明星幼稚園 大分県大分市城原２６００－９
447029 長嶺学園 わかば幼稚園 大分県別府市中須賀東町２
447030 みのり幼稚園 みのり幼稚園 大分県佐伯市大字長谷９６８２－１７
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447031 長野学園 認定こども園むつみ幼稚園 大分県宇佐市岩崎池の平８８３－３
447032 立山学園 認定こども園みんなの森こども園 大分県大分市大字丹川字長福寺４１５
447033 みのり学園 認定こども園三隈幼稚園 大分県日田市中央２－１－４
447034 大分カトリック学園 カトリック海星幼稚園 大分県大分市中央町３－７－３０
447034 大分カトリック学園 カトリック坂ノ市幼稚園 大分県大分市坂ノ市南３－３－３０
447034 大分カトリック学園 カトリック鶴崎幼稚園 大分県大分市皆春２１３
447034 大分カトリック学園 認定こども園カトリック日田幼稚園 大分県日田市玉川町２６５－２
447034 大分カトリック学園 カトリック臼杵幼稚園 大分県臼杵市大字臼杵７５－８０
447034 大分カトリック学園 カトリック津久見幼稚園 大分県津久見市中田町２－６８
447034 大分カトリック学園 カトリック佐伯幼稚園 大分県佐伯市中村東町７－３
447034 大分カトリック学園 カトリック玖珠幼稚園 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇４２５
447034 大分カトリック学園 カトリック明野幼稚園 大分県大分市明野北２－８－１６
447035 得丸学園 宮河内幼稚園 大分県大分市宮河内ハイランド６３－１５
447036 上東学園 認定こども園もりまち幼稚園 大分県大分市森町４０３－２
447037 大分聖公学園 聖公幼稚園 大分県大分市中島西３－８－４
447038 別府真愛学園 真愛幼稚園 大分県別府市上田の湯町７－４
447039 聖武学園 認定こども園聖武幼稚園 大分県速見郡日出町３８９８－５
447040 明佳学園 認定こども園双葉ヶ丘幼稚園 大分県中津市三光原口６９０－１
447041 日田ルーテル学園 認定こども園日田ルーテルこども園 大分県日田市三本松２－３－３９
44N005 田北学院 田北文化服装学院 大分県大分市府内町２－５－７
44N005 田北学院 田北調理師専門学校 大分県大分市府内町２－３－２３
44N005 田北学院 田北ビジネス専門学校 大分県大分市府内町２－５－７
44N005 田北学院 田北料理学院 大分県大分市府内町２－３－２３
44N006 生野学園 生野家政専門学校 大分県大分市府内町１－４－８
44N008 善広学園 総合技術工学院 大分県大分市東春日町５１－３
44N009 明日香学園 明日香美容文化専門学校 大分県大分市東大道１－４－２２
44N009 明日香学園 明日香国際コミュニケーション専門学校 大分県大分市東大道１－４－２２
44N009 明日香学園 明日香日本語学校 大分県大分市東大道１－４－２２
44N011 河野文化学園 明星国際ビューティカレッジ 大分県大分市大津町１－１－１
44N012 工藤学園 大分ドッググルーミング専門学校 大分県別府市京町１－２８
464002 大口明光学園 明光幼稚園 熊本県水俣市桜井町３－１－１０


