認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
※ 認定日から2年間有効。

【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

01 北海道
00014 北海道情報専門学校
FE 2016/02/01 2015-2017年度講座
2015/04/01 2015年度e-Learning講座
00522 北海道札幌東商業高等学校
FE 2016/04/01 2016-17年度 FE講座
00415 学校法人大原学園 大原簿記公務員情報医療専門学校函館校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00421 北海道函館商業高等学校
FE 2015/11/01 2015年度FE講座
2014/11/01 2014年度FE講座
00419 北海道函館工業高等学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度講座(情報技術科)
00252 公立はこだて未来大学
FE 2015/05/01 2015年度FE特別講座
00110 日本工学院北海道専門学校
FE 2016/05/01 2016-2017年度FE講座
00514 株式会社北海道キューブシステム
FE 2015/11/01 2015-2017年度講座
00031 学校法人桑園学園 札幌情報未来専門学校
FE 2016/03/01 2016年度FE講座
00455 学校法人 総合技術学園 札幌科学技術専門学校
FE 2016/04/01 基本情報技術者2016-2017年度FE講座
00359 学校法人大原学園 大原簿記情報専門学校札幌校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00451 産業技術学園北海道ハイテクノロジー専門学校
FE 2016/04/01 2016-2018年度講座
00036 学校法人池上学園
FE 2015/04/01 2015-2016年度基本情報技術者試験講座
00078 学校法人吉田学園 吉田学園情報ビジネス専門学校
FE 2015/08/01 2015-2017年度講座
00284 学校法人電子開発学園 北海道情報大学
FE 2016/08/01 2016-17年度北海道情報大学FE講座
00309 旭川大学情報ビジネス専門学校

北海道 札幌市白石区菊水6条3-4-28
北海道 札幌市白石区菊水6条3丁目4-28
北海道 札幌市白石区菊水6条3丁目4-28
北海道 札幌市厚別区厚別中央3条5丁目6番10号
北海道 札幌市厚別区厚別中央3条5丁目6番10号
北海道 函館市若松町7-5
北海道 函館市若松町7-5
北海道 函館市昭和1-17-1
北海道 函館市昭和1丁目17番1号
北海道 函館市昭和1丁目17番1号
北海道 函館市川原町5-13
北海道 函館市川原町5-13
北海道 函館市亀田中野町116-2
北海道 函館市亀田中野町116番地2
北海道 登別市札内町184-3
北海道 登別市札内町184-3
北海道 札幌市中央区北一条西7丁目4-4 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ札幌北1
条6F
北海道 札幌市中央区北一条西7丁目4-4
北海道 札幌市中央区北5条西13丁目
北海道 札幌市中央区北5条西13丁目
北海道 札幌市中央区大通西17丁目1-22
北海道 札幌市中央区大通西17丁目1番地22
北海道 札幌市北区北6条西8丁目1
北海道 札幌市北区北6条西8丁目1
北海道 恵庭市恵み野西5丁目10-6 第7校舎
北海道 恵庭市恵み野西5丁目10-6
北海道 札幌市豊平区豊平6条6丁目5-1
北海道 札幌市豊平区豊平6条6丁目5-1
北海道 札幌市東区北15条東6丁目3-1
北海道 札幌市東区北15条東6丁目3-1
北海道 江別市西野幌59-2
北海道 江別市西野幌59-2
北海道 旭川市8条通7丁目2363-7

FE 2016/03/01 2016-2017年度FE講座

北海道 旭川市8条通7-2363-7

00342 北海道旭川商業高等学校コンピュータ部

北海道 旭川市曙3条3丁目1-1

FE 2015/04/01 基本情報処理技術者講座(2015)
00406 北海道滝川西高等学校
FE 2016/03/01 2017-2018年度基本情報技術者試験講座
00420 北海道旭川工業高等学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度基本情報技術者講座(FE)
00205 帯広コア学園 帯広コア専門学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座

北海道 旭川市曙3条3丁目1-1
北海道 滝川市西町6-3-1
北海道 滝川市西町6丁目3番1号
北海道 旭川市緑が丘東4条1-1-1
北海道 旭川市緑が丘東4条1丁目1-1
北海道 帯広市西11条南41-3-5
北海道 帯広市西11条南41丁目3-5

02 青森県
00172 職業訓練法人 青森情報処理開発財団 あおもりコンピュータ・カレッジ
FE 2016/03/01 2016-2017年度 基本情報技術者講座
00499 青森県立青森商業高等学校
FE 2016/05/01 2016-2018年度講座A

青森県 青森市荒川字柴田129
青森県 青森市荒川字柴田129
青森県 青森市東造道一丁目6番1号
青森県 青森市東造道一丁目6番1号
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00497 学校法人青森山田学園 青森大学

青森県 青森市幸畑2丁目3-1

FE 2015/04/01 2015年度FE講座-A

青森県 青森市幸畑2丁目3-1

00224 専門学校アレック情報ビジネス学院
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
2015年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座
00398 八戸工業大学
FE 2015/09/01 2015年度FE講座
2014/09/01 2014年度FE講座
00062 Ｓ．Ｋ．Ｋ．情報ビジネス専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用)
00412 青森県立弘前実業高等学校
FE 2014/10/01 2014年度FE講座
00105 学校法人柴田学園 東北コンピュータ専門学校
FE 2016/04/01 2016年度基本情報技術者講座
2015/04/01 2015年度基本情報技術者講座-ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用
00506 有限会社シーエスエム企画
FE 2015/03/01 2015年度講座-情報処理技術者試験

青森県 八戸市廿三日町11番地
青森県 八戸市廿三日町11番地
青森県 八戸市廿三日町11番地
青森県 八戸市大字妙字大開88-1
青森県 八戸市大字妙字大開88-1
青森県 八戸市大字妙字大開88-1
青森県 弘前市徳田町1-3
青森県 弘前市徳田町1-3
青森県 弘前市中野3-6-10
青森県 弘前市中野三丁目6-10
青森県 弘前市上瓦ヶ町12
青森県 弘前市上瓦ヶ町12
青森県 弘前市上瓦ヶ町12
青森県 弘前市上瓦ｹ町12
青森県 八戸市下長二丁目2-20 下長第3ｵﾌｨｽ2階
青森県 八戸市下長二丁目2-20

03 岩手県
00066 盛岡情報ビジネス専門学校
FE 2016/04/01 2016年度履修講座
00162 北上コンピュータ・アカデミー
FE 2016/05/01 2016年度FE講座

岩手県 盛岡市中央通3-2-17
岩手県 盛岡市中央通三丁目2-17
岩手県 北上市藤沢22-123-1
岩手県 北上市藤沢22-123-1

04 宮城県
00007 東北電子専門学校
FE 2016/08/01 2016 FE午前対策講座-D
2015/02/01 2015 FE午前対策講座-D
00108 学校法人北杜学園 仙台大原簿記情報公務員専門学校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00511 仙台市立仙台商業高等学校
FE 2015/07/01 2015-2016FE講座A
00479 学校法人栴檀学園 東北福祉大学
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座
2015/04/01 2015-2016年度FE講座
00430 東北文化学園大学
FE 2015/04/01 2015-2016年度FE講座
00055 東北工業大学
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
2015/04/01 2015年度FE講座
00481 宮城県石巻商業高等学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座

宮城県 仙台市青葉区花京院1-3-1
宮城県 仙台市青葉区花京院1-3-1
宮城県 仙台市青葉区花京院1-3-1
宮城県 仙台市青葉区中央4-2-25
宮城県 仙台市青葉区中央4丁目2-25
宮城県 仙台市泉区七北田字古内75
宮城県 仙台市泉区七北田字古内75
宮城県 仙台市青葉区国見1-8-1
宮城県 仙台市青葉区国見1-8-1
宮城県 仙台市青葉区国見1-8-1
宮城県 仙台市青葉区国見6丁目45-1
宮城県 仙台市青葉区国見6丁目45-1 東北文化学園大学
宮城県 仙台市青葉区国見6丁目45-1東北文化学園大学
宮城県 仙台市太白区八木山香澄町35-1
宮城県 仙台市太白区八木山香澄町35-1
宮城県 仙台市太白区八木山香澄町35-1 東北工業大学八木山
ｷｬﾝﾊﾟｽ
宮城県 石巻市南境字大樋20
宮城県 石巻市南境字大樋20

05 秋田県
00158 学校法人コア学園 秋田コアビジネスカレッジ
FE 2015/04/01 2015年度FE技術者講座
00208 学校法人伊藤学園
FE 2014/12/01 2014年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座
00461 秋田県立秋田技術専門校
FE 2016/05/01 2016年度FE講座
2015/05/01 2015年度FE講座

秋田県 秋田市中通5-4-12
秋田県 秋田市中通5-4-12
秋田県 秋田市中通4-3-11
秋田県 秋田市中通4丁目3番11号
秋田県 秋田市新屋町字砂奴寄4-53
秋田県 秋田市新屋町字砂奴寄4-53
秋田県 秋田市新屋町字砂奴寄4-53
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06 山形県
00438 株式会社ＹＣＣ情報システム
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00306 山形県立山形工業高等学校

山形県 山形市松波4-5-12
山形県 山形市松波4-5-12
山形県 山形市緑町1-5-12

FE 2015/04/01 2015年度FE講座

山形県 山形市緑町1-5-12

00401 山形県立産業技術短期大学校

山形県 山形市松栄2-2-1

FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座
00469 山形県立酒田光陵高等学校
FE 2016/08/01 2016年度入学生FE講座
2015/10/01 2015年度入学生FE講座
2014/09/01 2014年度入学生FE講座
00474 山形県立産業技術短期大学校庄内校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用)
2015/03/01 2015年度FE講座

山形県 山形市松栄2-2-1
山形県 酒田市北千日堂前字松境7-3
山形県 酒田市北千日堂前字松境7-3
山形県 酒田市北千日道前字松境7-3
山形県 酒田市北千日堂前字松境7-3
山形県 酒田市京田3-57-4
山形県 酒田市京田3-57-4
山形県 酒田市京田3-57-4

07 福島県
00318 郡山情報ビジネス公務員専門学校
FE 2016/04/01 2016-2018年度講座A
00200 専門学校国際情報工科大学校

福島県 郡山市駅前1-12-2
福島県 郡山市駅前1-12-2
福島県 郡山市方八町2-4-15

FE 2016/04/01 2016年度基本情報技術者講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ･情報処理技術 福島県 郡山市方八町2-4-15
者能力認定試験2級併用ｺｰｽ)
2016年度国際情報工科大学校 FE講座
福島県 郡山市方八町2-4-15
00021 職業訓練法人いわきコンピュータ・カレッジ
FE 2016/05/01 2016年度FE講座

福島県 いわき市泉町4-13-12
福島県 いわき市泉町4-13-12

08 茨城県
00321 学校法人筑波研究学園 筑波研究学園専門学校
FE 2016/06/01 2016-2017年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座
00255 学校法人つくば総合学院 つくばビジネスカレッジ専門学校
FE 2015/04/01 2015年度 FE講座
00150 水戸電子専門学校

茨城県 土浦市上高津1601
茨城県 土浦市上高津1601
茨城県 つくば市桜2-14-4
茨城県 つくば市桜2-14-4
茨城県 水戸市浜田2-11-20

FE 2015/10/01 2015年度FE講座

茨城県 水戸市浜田2-11-20

00181 茨城県立産業技術短期大学校

茨城県 水戸市下大野町6342

FE 2016/04/01 2016年度FE講座
2016年度FE特別講座

茨城県 水戸市下大野町6342
茨城県 水戸市下大野町6342

09 栃木県
00368 栃木県立宇都宮商業高等学校
FE 2016/04/01 2016-2018年度講座A
00261 学校法人ティビィシィ学院 国際情報ビジネス専門学校
FE 2015/04/01 2015年度 基本情報技術者講座
00178 宇都宮ビジネス電子専門学校
FE 2016/04/01 2016年基本情報技術者試験講座
00528 帝京大学
FE 2016/08/01 2016-2018年度FE講座
00519 学校法人大原学園 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校宇都宮
校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00468 栃木県立栃木商業高等学校
FE 2014/09/01 2014年度FE講座

栃木県 宇都宮市大曽3-1-46
栃木県 宇都宮市大曽3-1-46
栃木県 宇都宮市大通り1-2-5
栃木県 宇都宮市大通り1-2-5
栃木県 宇都宮市鶴田町1758番地
栃木県 宇都宮市大寛1-1-1
栃木県 宇都宮市大寛1-1-1
栃木県 宇都宮市豊郷台1-1
栃木県 宇都宮市豊郷台1-1
栃木県 宇都宮市東宿郷2-5-4
栃木県 宇都宮市東宿郷2-5-4
栃木県 栃木市片柳町5-1-30
栃木県 栃木市片柳町5-1-30

10 群馬県
00454 高崎健康福祉大学
FE 2016/05/01 2016年度FE講座

群馬県 高崎市中大類町37-1
群馬県 高崎市中大類町37-1
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※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

00263 中央情報経理専門学校高崎校

群馬県 高崎市栄町13-2

FE 2015/07/01 2015年度ｻｰﾃｨﾌｧｲ情報処理技術者能力認定試験-FE講 群馬県 高崎市栄町13-2
座-A
00520 学校法人大原学園 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00259 学校法人有坂中央学園
FE 2016/05/01 2016-17年度_基本情報技術者講座(民間資格活用なし)
2015/05/01 2015-16年度_基本情報技術者講座(民間資格活用なし)
00265 学校法人太田アカデミー 太田情報商科専門学校
FE 2015/04/01 2015年度 基本情報技術者試験講座
00267 学校法人山崎学園 東日本デザイン＆コンピュータ専門学校
FE 2015/04/01 2015-2016年度 基本情報技術者試験対策講座

群馬県 高崎市下和田町5-3-16
群馬県 高崎市下和田町5-3-16
群馬県 前橋市古市町1-49-4
群馬県 前橋市古市町1-49-4
群馬県 前橋市古市町1-49-4
群馬県 太田市東長岡町1361番地
群馬県 太田市東長岡町1361番地
群馬県 前橋市小屋原町1098-1
群馬県 前橋市小屋原町1098-1

11 埼玉県
00356 学校法人大原学園 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策

00096 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017基本情報対策講座

埼玉県 さいたま市大宮区宮町4-13-2
岩手県 盛岡市盛岡駅西通2-21-1
埼玉県 さいたま市大宮区宮町4-13-2
長野県 松本市本庄1-1-5
埼玉県 さいたま市大宮区上小町1450-3
埼玉県 さいたま市大宮区上小町1450-3

00203 埼玉県立川口高等技術専門校

埼玉県 川口市青木4-4-22

FE 2015/04/01 2015年度FE講座

埼玉県 川口市青木4-4-22

00219 埼玉県立越谷総合技術高等学校

埼玉県 越谷市谷中町3-100-1

FE 2016/06/01 2016年度FE講座

埼玉県 越谷市谷中町3-100-1

00282 城西大学
FE 2015/04/01 2015年度FE講座ｰA
00152 学校法人中央情報学園 中央情報専門学校
FE 2015/06/01 2015年度/2016年度 基本情報技術者試験講座
00107 アルスコンピュータ専門学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座-A
00490 埼玉県立深谷商業高等学校
FE 2015/08/01 2015-2017年深谷商業高校FE講座
00367 埼玉工業大学
FE 2015/09/01 2015年度FE講座-A
2014/10/01 2014年度FE講座-A

埼玉県 坂戸市けやき台1-1
埼玉県 坂戸市けやき台1-1
埼玉県 新座市東北2-33-10
埼玉県 新座市東北2-33-10
埼玉県 熊谷市鎌倉町124
埼玉県 熊谷市鎌倉町124
埼玉県 深谷市原郷80
埼玉県 深谷市原郷80番地
埼玉県 深谷市普済寺1690
埼玉県 深谷市普済寺1690
埼玉県 深谷市普済寺1690

12 千葉県
00257 学校法人国際理工学園

千葉県 千葉市稲毛区穴川3-8-11

FE 2014/12/01 2014･15基本情報技術者試験講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ･情報処理技 千葉県 千葉市稲毛区穴川3-8-11
術者能力認定試験併用ｺｰｽ)
00164 学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校
FE 2015/03/01 2015年度FE講座
00122 船橋情報ビジネス専門学校
FE 2015/08/01 2015年度認定FE講座(ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃｷｽﾄ)
00123 船橋情報ビジネス株式会社
FE 2016/02/01 2015年度認定FE講座(e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ)
00418 千葉県立船橋高等技術専門校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座
00475 東邦大学 理学部
FE 2015/09/01 2015年度講座
2014/09/01 2014年度講座

千葉県 松戸市新松戸4-2-1
千葉県 松戸市新松戸4-2-1
千葉県 船橋市本町6-8-1
千葉県 船橋市本町7-12-16･千葉県船橋市本町6-8-1
千葉県 船橋市本町6-8-1
千葉県 船橋市本町7-12-16･千葉県船橋市本町6-8-1
千葉県 船橋市高瀬町31-7
千葉県 船橋市高瀬町31-7
千葉県 船橋市三山2-2-1
千葉県 船橋市三山2-2-1 東邦大学
千葉県 船橋市三山2-2-1 東邦大学
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認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
※ 認定日から2年間有効。

【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

00357 学校法人大原学園 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田
沼校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00358 学校法人大原学園 大原簿記法律専門学校柏校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00508 千葉県立柏の葉高等学校
FE 2015/12/01 2015-2017年度ｲﾝﾌｫﾃｯｸｻｰﾌﾞ講座A
00452 学校法人野田鎌田学園 専門学校野田鎌田学園
FE 2016/05/01 FE午前免除講座③【2016年度､2017年度】
00199 城西国際大学
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
2016年度FE講座Web

千葉県 習志野市津田沼1-1-1
千葉県 習志野市津田沼1-1-1
千葉県 千葉市中央区弁天1-16-2
千葉県 柏市末広町10-1
茨城県 水戸市宮町1-9-18
千葉県 柏市末広町10-1
千葉県 柏市柏の葉6-1
千葉県 柏市柏の葉6-1
千葉県 野田市野田389-1
千葉県 野田市野田389-1
千葉県 東金市求名1番地
千葉県
東京都
千葉県
東京都

東金市求名1
千代田区紀尾井町3-26
東金市求名1
千代田区紀尾井町3-26

13 東京都
00157 株式会社 インフォテック・サーブ
FE 2016/03/01 2016年度FE講座-E
2016/02/01 2016年度FE講座-A
00308 駿台電子情報＆ビジネス専門学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00361 学校法人大原学園 大原簿記学校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00494 大原出版株式会社
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00525 株式会社大原キャリアスタッフ
FE 2016/03/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00155 ＴＡＣ株式会社
FE 2016/08/01 2017年春期 基本情報技術者WebﾏｽﾀｰｺｰｽE
2016/05/01 2017年春期 基本情報技術者WebﾏｽﾀｰｺｰｽD
2015/12/01 2016年秋期 基本情報技術者WebﾏｽﾀｰｺｰｽC
00424 株式会社ＳＥプラス
FE 2015/03/01 2015年度 独習ｾﾞﾐ基本情報技術者午前対策ｺｰｽ
00127 株式会社リンクアカデミー
FE 2016/02/01 2016-2018年度FE講座A

東京都 千代田区神田小川町1-8-5 金石舎ﾋﾞﾙ7階
東京都 千代田区神田小川町1-8-5
東京都 千代田区神田小川町1-8-5
東京都 千代田区神田小川町3-28-12
東京都 千代田区神田小川町3-28-12
東京都 千代田区西神田2-4-11
東京都 千代田区西神田2-4-11
東京都 千代田区西神田1-2-10
東京都 千代田区西神田1-2-10
東京都 千代田区西神田2-7-16遠藤ﾋﾞﾙ1階
東京都 千代田区西神田2-7-16
東京都 千代田区三崎町3-2-18
東京都 千代田区三崎町3-2-18
東京都 千代田区三崎町3-2-18
東京都 千代田区三崎町3-2-18
東京都 千代田区二番町11-19 興和二番町ﾋﾞﾙ2F
東京都 中央区築地1-13-14
東京都 中央区銀座3丁目8-13 銀座3丁目ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F
北海道
宮城県
宮城県
福島県
福島県
栃木県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
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幌市中央区南1条西2-9-1
仙台市青葉区中央1-10-1
仙台市泉区泉中央1-7-1
郡山市松木町2-88
福島市栄町6-6
宇都宮市陽東6-2-1
さいたま市浦和区東高砂町11-1
さいたま市大宮区桜木町2-1-1
熊谷市筑波3-195
春日部市南1-1-1
所沢市日吉町13-2
川越市脇田町4-2
習志野市谷津1-16-1
柏市柏1-2-35
渋谷区渋谷1-14-14
新宿区西新宿1-18-2
西東京市ひばりが丘1-1-1
足立区梅島3-32-7
台東区上野4-5-6
中央区銀座3丁目8-13
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認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
※ 認定日から2年間有効。

【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

FE 2016/02/01 2016-2018年度FE講座A

東京都 中央区銀座5-8-20
東京都 町田市中町1-1-16
東京都 調布市布田1-39-1
東京都 八王子市旭町9-1
東京都 品川区 大井1-49-15
東京都 品川区東五反田5-27-10
東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-15-9
東京都 豊島区東池袋1-41-6
東京都 北区赤羽1-9-3
東京都 墨田区錦糸2-2-1
東京都 目黒区自由が丘1-29-7
東京都 立川市曙町2-13-3
神奈川県 横浜市港北区日吉2-1-1
神奈川県 横浜市西区北幸1-2-13
神奈川県 横浜市都筑区池辺町4035番1
神奈川県 海老名市中央2-4-1
神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
神奈川県 川崎市高津区溝口1-1-15
神奈川県 川崎市川崎区日進町1番地11
神奈川県 川崎市麻生区上麻生1-5-1
神奈川県 藤沢市南藤沢22-3
新潟県 新潟市中央区万代4-1-8
福井県 福井市大和田2-1212
岐阜県 関市倉知516
岐阜県 岐阜市正木中1-2-1
岐阜県 大垣市林町6-80-21
静岡県 駿東郡清水町伏見58-1
静岡県 焼津市祢宜島555
静岡県 静岡市葵区御幸町3-21
静岡県 浜松市浜北区貴布祢1200
静岡県 富士宮市浅間町1-8
愛知県 稲沢市天池五反田町1
愛知県 岡崎市明大寺本町4-15
愛知県 西春日井郡豊山町豊場林先1-8
愛知県 丹羽郡扶桑町南山名高塚5-1
愛知県 豊橋市野依町字落合1-12
愛知県 豊田市西町1-200
愛知県 名古屋市港区西茶屋2-11
愛知県 名古屋市千種区星ヶ丘1-1-7
愛知県 名古屋市中区金山4-1-1
愛知県 名古屋市中村区名駅3-28-12
愛知県 名古屋市緑区鳴海町伝治山3-9
三重県 四日市市尾平町天王川原1805
三重県 鈴鹿市庄野羽山4-1-2
滋賀県 滋賀県草津市新浜町300番地
京都府 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町843-2
大阪府 茨木市松ヶ本町8-30-4
大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1
大阪府 大阪市都島区東野田町1-6-16
大阪府 大阪市北区梅田2-2-2
大阪府 中央区難波2-1-2
大阪府 豊中市新千里東町1-4-2
大阪府 枚方市岡東町18-23
兵庫県 京都市北区小山北上総町49-1
兵庫県 三田市けやき台1-6-4
兵庫県 神戸市中央区磯上通8-3-10
兵庫県 西宮市甲風園1-5-18
兵庫県 川西市栄町11-1
兵庫県 尼崎市塚口本町4-8-1
兵庫県 姫路市 駅前町188番1
兵庫県 明石市 大明石町 1-7-35
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2016年08月現在
※ 認定日から2年間有効。

【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

FE 2016/02/01 2016-2018年度FE講座A

2015/07/01 2015年度FE講座A

奈良県 橿原市曲川町7-20-1
奈良県 生駒市元町1-3-22
岡山県 岡山市北区駅元町1-4
岡山県 倉敷市水江1番地
広島県 呉市宝町5-10
広島県 広島県広島市中区大手町1-1-20
広島県 広島市西区草津新町2-26-1
広島県 広島市中区紙屋町2-2-2
広島県 広島市南区皆実町2-8-17
広島県 福山市東桜町1-43
山口県 下松市中央町21-3ｻﾞ･ﾓｰﾙ周南
徳島県 徳島市寺島本町西1-11
香川県 高松市香西本町1-1
愛媛県 松山市千舟町4-4-6
高知県 高知市本町2-2-29 畑山ﾋﾞﾙ1F
福岡県 久留米市日吉町16-1
福岡県 盛岡市盛岡駅前通7-12
福岡県 福岡市中央区天神1-11-17
福岡県 福岡市博多区博多駅東2-5-37
福岡県 北九州市小倉北区京町3-1-1
佐賀県 佐賀市駅前中央1丁目9-45
長崎県 長崎県長崎市五島町1-21
熊本県 熊本市中央区手取本町11-1
大分県 大分市金池町1-1-1
宮崎県 宮崎市橘通東3-6-19
宮崎県 宮城郡利府町利府新屋田前22
鹿児島県 鹿児島市東千石町1-3
沖縄県 那覇市前島2-21-13
北海道 札幌市中央区南1条西2-9-1
北海道 札幌市中央区南一条西2丁目5番地
岩手県 盛岡市盛岡駅前通7-12
宮城県 宮城郡利府町利府新屋田前22
宮城県 仙台市青葉区中央1-10-1
宮城県 仙台市泉区泉中央1-7-1
福島県 郡山市松木町2-88
福島県 福島市栄町6-6
栃木県 宇都宮市陽東6-2-1
埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町11-1
埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-1-1
埼玉県 熊谷市筑波3-195
埼玉県 春日部市南1丁目1番1
埼玉県 所沢市日吉町13-2
埼玉県 川越市脇田町4-2
千葉県 習志野市谷津1-16-1
千葉県 柏市柏1-2-35
東京都 渋谷区渋谷1-14-14
東京都 新宿区西新宿1-18-2
東京都 西東京市ひばりが丘1-1-1
東京都 足立区梅島3-32-7
東京都 台東区上野4-5-6
東京都 中央区銀座5-8-20
東京都 町田市中町1-1-16
東京都 調布市布田1-39-1
東京都 八王子市旭町9-1
東京都 品川区 大井1-49-15
東京都 品川区東五反田5-27-10
東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-15-9
東京都 豊島区東池袋1-41-6
東京都 北区赤羽1-9-3
東京都 墨田区錦糸2-2-1
東京都 目黒区自由が丘1-29-7
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認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
※ 認定日から2年間有効。

【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

FE 2015/07/01 2015年度FE講座A

東京都 立川市曙町2-13-3
神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-13-8
神奈川県 横浜市港北区日吉2-1-1
神奈川県 横浜市西区北幸1-2-13
神奈川県 横浜市都筑区池辺町4035番1
神奈川県 海老名市中央2-4-1
神奈川県 川崎市高津区溝口1-1-15
神奈川県 川崎市川崎区日進町1-11
神奈川県 川崎市麻生区上麻生1-5-1
神奈川県 藤沢市南藤沢22-3
新潟県 新潟市中央区万代4-1-8
福井県 福井市大和田2-1212
岐阜県 関市倉知516
岐阜県 岐阜市正木中1-2-1
岐阜県 大垣市林町6-80-21
静岡県 駿東郡清水町伏見58-1
静岡県 焼津市祢宜島555番地
静岡県 静岡市葵区御幸町3-21
静岡県 浜松市浜北区貴布祢1200番地
静岡県 富士宮市浅間町1-8
愛知県 稲沢市天池五反田町1
愛知県 岡崎市明大寺本町4-15
愛知県 西春日井郡豊山町豊場林先1-8
愛知県 丹羽郡扶桑町南山名高塚5-1
愛知県 豊橋市野依町字落合1-12
愛知県 豊田市西町1-200
愛知県 名古屋市港区西茶屋2-11
愛知県 名古屋市千種区星ヶ丘1-1-7
愛知県 名古屋市中区金山4-1-1
愛知県 名古屋市中村区名駅4-5-28
愛知県 名古屋市緑区鳴海町伝治山3-9
三重県 四日市市尾平町天王川原1805
三重県 鈴鹿市庄野羽山4-1-2
滋賀県 草津市新浜町300番地
京都府 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町843-2
京都府 京都市北区小山北上総町49-1
大阪府 茨木市松ヶ本町8-30-4
大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1
大阪府 大阪市中央区難波2-1-2
大阪府 大阪市都島区東野田町1-6-16
大阪府 大阪市北区梅田2-2-2
大阪府 豊中市新千里東町1-4-2
大阪府 枚方市岡東町18-23
兵庫県 三田市けやき台1-6-4
兵庫県 神戸市中央区磯上通8-3-10
兵庫県 西宮市甲風園1-5-18
兵庫県 川西市栄町11-1
兵庫県 尼崎市塚口本町4-8-1
兵庫県 姫路市駅前町188番1
兵庫県 明石市大明石町1-7-35
奈良県 橿原市曲川町7-20-1
奈良県 生駒市元町1-3-22
岡山県 岡山市北区駅元町1-4
岡山県 倉敷市水江1番地
広島県 呉市宝町5-10
広島県 広島市西区草津新町2-26-1
広島県 広島市中区大手町1-1-20
広島県 広島市南区皆実町2-8-17
広島県 福山市東桜町1-43
山口県 下松市中央町21-3ｻﾞ･ﾓｰﾙ周南
徳島県 徳島市寺島本町西1-11
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認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
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【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

FE 2015/07/01 2015年度FE講座A

00440 株式会社アイテック
FE 2015/06/01 2016-2017FE講座
00183 学校法人立志舎
FE 2015/04/01 2015 基本情報講座

00333 学校法人立志舎 東京ＩＴ会計専門学校
FE 2015/06/01 2015年度 ｻｰﾃｨﾌｧｲ FE講座

00493 ＩＴキャリアスクールジャパン
FE 2015/09/01 2015-2017年度講座基本情報技術者講座A
00379 ＨＡＬ東京
FE 2015/04/01 2015･2016年度基本情報技術者試験(FE)対策講座
00399 株式会社ネットラーニング

香川県 高松市香西本町1-1
愛媛県 松山市千舟町4-4-6
高知県 高知市本町2-2-29
福岡県 久留米市日吉町16-1
福岡県 福岡市中央区天神1-11-17
福岡県 福岡市博多区博多駅東2-5-37
福岡県 北九州市小倉北区京町3-1-1
佐賀県 佐賀市駅前中央1丁目9-45
長崎県 長崎市五島町1-21
熊本県 熊本市中央区手取本町11-1
大分県 大分市金池町1-1-1
宮崎県 宮崎市橘通東3-6-19
鹿児島県 鹿児島市東千石町1-3
沖縄県 那覇市前島2-21-13
東京都 港区高輪2-18-10 高輪泉岳寺駅前ﾋﾞﾙ4F
東京都 港区高輪2-18-10
東京都 墨田区錦糸1-2-1
宮城県 仙台市青葉区中央1-1-6
埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-152-1
千葉県 千葉市中央区弁天1-6-2
東京都 杉並区高円寺北3-4-21
東京都 墨田区錦糸1-10-12
東京都 墨田区太平2-3-2
神奈川県 横浜市神奈川区台町9-5
愛知県 名古屋市中村区椿町14-8
京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町719
大阪府 大阪市天王寺区茶臼山町1-15
大阪府 大阪市福島区福島6-9-21
東京都 墨田区錦糸1-2-1
宮城県 仙台市青葉区中央1-1-6
埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-152-1
千葉県 千葉市中央区弁天1-6-2
東京都 墨田区錦糸1-10-12
神奈川県 横浜市神奈川区台町9-5
東京都 品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ﾋﾞﾙ13F
東京都 品川区上大崎2-25-2
東京都 新宿区西新宿1-7-3
東京都 新宿区西新宿1丁目7番3号
東京都 新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ﾋﾞﾙ3F

FE 2015/10/01 2016-2017年度 基本情報技術者試験 合格総合対策ｺｰｽ 東京都 新宿区西新宿7-2-4
実力養成ﾚｯｽﾝ
00512 株式会社セラク
FE 2015/11/01 2015-2017年度株式会社ｻｰﾃｨﾌｧｲ講座A
00515 株式会社技術評論社
FE 2016/03/01 2016-2018年度基本情報技術者講座
00348 株式会社トータルオーエーシステムズ
FE 2015/11/01 2015-2017年度基本情報講座
00010 学校法人電子学園 日本電子専門学校
FE 2016/04/01 基本情報処理技術者講座(2016-2017)
00526 日本電子専門学校
FE 2016/06/01 2016-2017年度基本情報技術者講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用)
00176 社会福祉法人 東京コロニー
FE 2016/06/01 IT技術者在宅養成講座(FE)2016
00365 学校法人大原学園 大原情報ビジネス専門学校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策

東京都 新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ﾋﾞﾙ13階
東京都 新宿区西新宿7丁目5番25号
東京都 新宿区市谷左内町21-13
東京都 新宿区市谷左内町21-13
東京都 新宿区西新宿2-3-1 新宿ﾓﾉﾘｽ6F
東京都 新宿区西新宿2-3-1
東京都 新宿区百人町1-25-4
東京都 新宿区百人町1-25-4
東京都 新宿区百人町1-25-4
東京都 新宿区百人町1-25-4
東京都 豊島区南大塚3丁目43-11 福祉財団ﾋﾞﾙ6階
東京都 豊島区南大塚3丁目43-11
東京都 豊島区東池袋1-20-17
東京都 渋谷区渋谷1-15-5
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認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
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【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00174 学校法人電波学園 東京電子専門学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座-A
2015/02/01 2015年度FE講座-B
00496 学校法人田中育英会 東京工学院専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座
00366 学校法人大原学園 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00148 学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校
FE 2015/05/01 2015-2016年度FE講座
00198 東京都立八王子桑志高等学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00362 学校法人大原学園 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00340 玉川大学
FE 2015/08/01 2015年度基本情報技術講座
2014/11/01 2014年度基本情報技術講座

東京都 新宿区西新宿1-6-1
東京都 豊島区東池袋1-20-17
東京都 豊島区東池袋3-6-1
東京都 豊島区東池袋3-6-1
東京都 豊島区東池袋3-6-1
東京都 小金井市前原町5-1-29
東京都 小金井市前原町5-1-29
東京都 立川市緑町4-8
東京都 立川市緑町4-8
山梨県 甲府市丸の内2-8-8
東京都 八王子市片倉町1404-1
東京都 八王子市片倉町1404-1
東京都 八王子市千人町4丁目8番地1号
東京都 八王子市千人町4-8-1
東京都 八王子千人町4-8-1
東京都 町田市森野1-9-21
東京都 町田市森野1-9-21
東京都 町田市玉川学園6-1-1
東京都 町田市玉川学園6-1-1
東京都 町田市玉川学園6-1-1

14 神奈川県
00317 学校法人情報文化学園 アーツカレッジヨコハマ

神奈川県 横浜市西区浅間町2-105-8

FE 2014/12/01 2014年度情報処理技術者能力認定試験(2級1部)-FE講座 神奈川県 横浜市西区浅間町2-105-8
-A
00360 学校法人大原学園 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00008 学校法人 岩崎学園
FE 2016/05/01 2016-2017年度FE講座
00053 横浜システム工学院専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座A
2016-2017年度FE講座B
00346 湘北短期大学総合ビジネス・情報学科
FE 2016/05/01 2016-2017年度講座
2014/09/01 2014年度基本情報技術者試験講座
2014年度基本情報技術者試験講座(e-FESTA)
00404 株式会社アーク・プラネット
FE 2016/02/01 2015年度基本情報合格講座
00324 学校法人湘南ふれあい学園 医療ビジネス観光情報専門学校
FE 2014/12/01 2014年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座-A

神奈川県 横浜市神奈川区反町1-8-14
神奈川県 横浜市神奈川区反町1-8-14
神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-17
神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-17
神奈川県 横浜市旭区東希望が丘128-4
神奈川県 横浜市旭区東希望が丘128-4
神奈川県 横浜市旭区東希望が丘128-4
神奈川県 厚木市温水428番地
神奈川県 厚木市温水428番地
神奈川県 厚木市温水428番地
神奈川県 厚木市温水428番地
神奈川県 相模原市南区相模大野4-5-4-404
愛知県 名古屋市南区滝春町10-3
神奈川県 相模原市南区上鶴間本町3-18-27
神奈川県 相模原市南区上鶴間本町3-18-27

15 新潟県
00185 学校法人新潟総合学院 長岡公務員・情報ビジネス専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座-NJC
00484 日本ビジネス公務員専門学校
FE 2015/04/01 2015-2016基本情報技術者講座
00489 新潟県立長岡商業高等学校
FE 2015/08/01 2015年度FE講座A
00521 学校法人 新潟総合学院 上越公務員・情報ビジネス専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度基本情報技術者試験講座
2016-2017年度基本情報技術者試験講座(ｻｰﾃﾌｧｲ併用
ｺｰｽ)

新潟県 長岡市弓町1-8-37
新潟県 長岡市弓町1-8-37
新潟県 長岡市殿町1-1-1
新潟県 長岡市殿町1-1-1
新潟県 長岡市西片貝町字大木1726
新潟県 新潟県長岡市西片貝町字大木1726
新潟県 長岡市西片貝町字大木1726
新潟県 上越市北城町3-4-1
新潟県 上越市北城町3-4-1
新潟県 上越市北城町3-4-1
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00104 新潟高度情報専門学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
00465 学校法人新潟大原学園 大原医療秘書専門学校新潟校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00074 新潟情報専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年FE講座第6版春入学
2016/03/01 2016-2017年FE講座第5版
2016-2017年FE講座第6版
00378 学校法人実学教育学園フォーラム情報アカデミー専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度基本情報技術者講座A
2015/04/01 2015年度基本情報技術者講座-A
00088 学校法人新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校
FE 2016/05/01 2016年度基本情報技術者講座
2015/06/01 2015年度基本情報技術者講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用ｺｰｽ)
00486 新潟医療福祉大学
FE 2015/05/01 2015年度基本情報技術者試験講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用)
00109 新潟県立新潟商業高等学校
FE 2015/09/01 2015年度FE講座A

新潟県 新潟市中央区明石1-3-12
新潟県 新潟市中央区明石1-3-12
新潟県 新潟市中央区花園1-3-8
新潟県 新潟市花園1-3-19
新潟県 新潟市中央区弁天2-3-13
新潟県 新潟市中央区弁天2-3-13
新潟県 新潟市弁天2-3-13
新潟県 新潟市中央区弁天2-3-13
新潟県 新潟市中央区弁天3-1-19
新潟県 新潟市中央区弁天3-1-19
新潟県 新潟市中央区弁天3-1-19
新潟県 新潟市中央区米山3-1-53
新潟県 新潟市中央区米山3-1-53
新潟県 新潟市中央区米山3-1-53
新潟県 新潟市北区島見町1398番地
新潟県 新潟市北区島見町1398
新潟県 新潟市中央区白山浦2-68-2
新潟県 新潟市中央区白山浦2-68-2

00186 新潟県立新発田商業高等学校

新潟県 新発田市板敷521-1

FE 2014/09/01 2014年度FE講座

新潟県 新発田市板敷521-1

16 富山県
00456 学校法人 富山大原学園
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00513 富山第一高等学校
FE 2015/10/01 2015-2017年度講座A
00477 富山情報ビジネス専門学校
FE 2015/04/01 2015-2017基本情報技術者試験対策講座ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用

富山県 富山市呉羽町6672-25
富山県 富山市呉羽町6672-25
富山県 富山市向新庄町5-1-54
富山県 富山市向新庄町5-1-54
富山県 射水市三ｹ576
富山県 射水市三ｹ576

17 石川県
00179 学校法人大原学園 大原情報デザインアート専門学校金沢校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00213 株式会社エルアンドエルシステム北陸
FE 2016/05/01 2016-2017年度基本情報技術者午前対策ｺｰｽ
00509 金沢工業大学
FE 2015/04/01 2015年度ｻｰﾃｨﾌｧｲ情報工学特別講義Ⅶ

石川県 金沢市広岡1丁目1番15号
石川県 金沢市広岡1丁目1番15号
石川県 金沢市米泉町7-28-1
石川県 金沢市米泉町7-28-1
石川県 白山市八束穂3-1金沢工業大学やつかほﾘｻｰﾁｷｬﾝﾊﾟｽ
石川県 野々市市扇が丘7-1

18 福井県
00120 学校法人大原学園 大原テクノデザインアート専門学校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00124 株式会社 大原キャリアスタッフ北陸
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00523 アイビーエージェント株式会社
FE 2016/03/01 2016-2018年度講座A

福井県 福井市大手2丁目9-1
福井県 福井市大手2丁目9-1
福井県 福井市御幸1-5-15
福井県 福井市御幸1-5-20
福井県 福井市日之出4丁目1-6
福井県 福井市学園3丁目6番1号
福井県 福井市日之出4丁目1-6

19 山梨県
00277 甲府市立甲府商科専門学校

山梨県 甲府市西下条町1020番地

FE 2016/06/01 基本情報技術者試験講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ･情報処理技術者能 山梨県 甲府市西下条町1020
力認定試験2級併用ｺｰｽ)2016
00374 専門学校サンテクノカレッジ
FE 2015/11/01 2015年度STCFE履修講座
00491 山梨県立産業技術短期大学校
FE 2015/10/01 2015-2017年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座

山梨県 甲斐市竜王新町1999-5
山梨県 甲斐市竜王新町1999-5 専門学校 ｻﾝﾃｸﾉｶﾚｯｼﾞ
山梨県 甲州市塩山上於曽1308
山梨県 甲州市塩山上於曽1308
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20 長野県
00518 学校法人大原学園 大原簿記情報ビジネス医療専門学校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00231 学校法人平青学園
FE 2014/12/01 2014-2015年度FE講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用)
00149 上田情報ビジネス専門学校
FE 2015/04/01 2015-2016年度FE講座

長野県 長野市鶴賀呑沢614-3
長野県 長野市鶴賀呑沢614-3
長野県 長野市ｱｰｸｽ1-31
長野県 長野市ｱｰｸｽ1-31
長野県 上田市中央3-7-5
長野県 上田市中央3-4-15

21 岐阜県
00408 関市立関商工高等学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
00253 岐阜県立土岐商業高等学校
FE 2015/04/01 15基本情報技術者試験対策講座

岐阜県 関市桐ｹ丘1-1
岐阜県 関市桐ヶ丘1-1
岐阜県 土岐市土岐津町土岐口1259-1
岐阜県 土岐市土岐津町土岐口1259-1

22 静岡県
00177 学校法人静岡理工科大学 沼津情報・ビジネス専門学校
FE 2016/06/01 2016年度FE講座
00369 静岡県立沼津商業高等学校
FE 2016/03/01 2016年度FE講座-A
00498 静岡県立静岡商業高等学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講
00297 学校法人名古屋大原学園 大原簿記情報医療専門学校 静岡校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00187 静岡産業技術専門学校
FE 2016/05/01 2016年度FE講座
2015/07/01 2015年度基本情報技術者試験対策講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ)
00278 学校法人中村学園 専門学校静岡電子情報カレッジ
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00472 静岡県立浜松城北工業高等学校
FE 2014/11/01 2014年度2015年度FE講座
00201 浜松情報専門学校
FE 2016/05/01 2016年度FE講座
00264 静岡県立浜松商業高等学校
FE 2015/03/01 2015年度基本情報技術者試験対策講座

静岡県 沼津市西条町17-1
静岡県 沼津市西条町17-1
静岡県 駿東郡清水町徳倉1205
静岡県 駿東郡清水町徳倉1205
静岡県 静岡市葵区田町7-90
静岡県 静岡市葵区田町7丁目90
静岡県 静岡市葵区柚木103番地-1
静岡県 静岡市葵区柚木103番地-1
静岡県 静岡市葵区宮前町110-11
静岡県 静岡市葵区宮前町110-11
静岡県 静岡市葵区宮前町110-11
静岡県 静岡市駿河区南町13-5
静岡県 駿河区南町13-5
静岡県 浜松市中区住吉5-16-1
静岡県 浜松市中区住吉5-16-1
静岡県 浜松市中区中央3-10-31
静岡県 浜松市中区中央3-10-31
静岡県 浜松市中区文丘町4-11
静岡県 浜松市中区文丘町4番11号

23 愛知県
00114 愛知県立豊橋商業高等学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
00068 あいち情報専門学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
00023 学校法人電波学園 愛知工科大学
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00407 愛知県立岡崎商業高等学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
00029 学校法人名古屋大原学園 大原簿記情報医療専門学校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00095 トライデントコンピュータ専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度基本情報講座
00381 ＨＡＬ名古屋
FE 2015/04/01 2015･2016年度基本情報技術者試験(FE)対策講座

愛知県 豊橋市向山町官有地
愛知県 豊橋市向山町官有地
愛知県 豊橋市関屋町1-6
愛知県 豊橋市関屋町1-6
愛知県 蒲郡市西迫町馬乗50-2
愛知県 蒲郡市西迫町馬乗50-2
愛知県 岡崎市栄町3-76
愛知県 岡崎市栄町3丁目76
愛知県 名古屋市中村区名駅3-20-8
愛知県 名古屋市中村区名駅3-20-8
愛知県 名古屋市中村区名記3-20-8
愛知県 名古屋市中村区名駅3-24-15
愛知県 名古屋市中村区名駅3-24-15
愛知県 名古屋市中村区名駅4-27-1
愛知県 名古屋市中村区名駅4-27-1
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00510 トーテックアメニティ株式会社
FE 2015/06/01 2015-2016年度 基本情報処理試験 午前対策講座

00191 株式会社カーネルコンセプト
FE 2016/08/01 2016年基本情報技術者試験対策講座(Web)
2016年基本情報技術者試験対策講座(通学+Web)
00026 ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校
FE 2016/04/01 2016-2018年度基本情報技術者試験講座
00054 名古屋工学院専門学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
2014/11/01 2014年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座
00033 名古屋情報メディア専門学校
FE 2016/03/01 2016-2017年度講座(上級生)
2016-2017年度講座(新入生)
00301 名古屋情報専門学校
FE 2015/05/01 基本情報技術者対策講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ活用:2015年度)

愛知県 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋ﾌﾟﾗｲﾑｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 7階
東京都
東京都
愛知県
大阪府

東京都品川区大崎1-11-1
品川区大崎1-11-1
名古屋市西区名駅2-27-8
大阪市北区堂島2-1-31

愛知県 名古屋市中村区椿町16-8 ﾉﾉｶﾞﾜ名駅ﾋﾞﾙ8F
愛知県 名古屋市中村区椿町16-8
愛知県 名古屋市中村区椿町16-8
愛知県 名古屋市熱田区新尾頭1-12-10
愛知県 名古屋市熱田区新尾頭1-12-10
愛知県 名古屋市熱田区神宮4-7-21
愛知県 名古屋市熱田区神宮4-7-21
愛知県 名古屋市熱田区神宮4-7-21
愛知県 名古屋市熱田区大宝4-19-14
愛知県 名古屋市熱田区大宝四丁目19-14
愛知県 名古屋市熱田区大宝四丁目19-14
愛知県 名古屋市緑区有松912番地
愛知県 名古屋市緑区有松912番地

00450 専門学校 名古屋スクールオブビジネス

愛知県 名古屋市中区栄5-1-3

FE 2016/03/01 2016-2017年度講座

愛知県 名古屋市中区栄5-1-3

00056 あいちビジネス専門学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00018 名古屋市立工芸高等学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
00037 山本学園情報文化専門学校
FE 2015/04/01 2015年度基本情報技術者試験講座
00044 愛知工業大学情報電子専門学校
FE 2016/03/01 2016年度FE講座(Aｺｰｽ)
00501 愛知県立知立高等学校
FE 2016/04/01 2016-17年度基本情報受験講座
00111 愛知県立岩倉総合高等学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座

愛知県 名古屋市中区伊勢山2-13-28
愛知県 名古屋市中区伊勢山2-13-28
愛知県 名古屋市東区芳野2-7-51
愛知県 名古屋市東区芳野二丁目7-51
愛知県 知立市池端1-13
愛知県 知立市池端1-13
愛知県 豊田市陣中町1-21-1
愛知県 愛知県豊田市陣中町1-21-1
愛知県 知立市弘法二丁目5番地8
愛知県 知立市弘法二丁目5番地8
愛知県 岩倉市北島町川田1
愛知県 岩倉市北島町川田1番地

24 三重県
00488 三重県立四日市商業高等学校

三重県 四日市市尾平町永代寺2745

FE 2015/06/01 2015年度FE講座

三重県 四日市市尾平町永代寺2745

00247 学校法人津田学園 津田情報ビジネス専門学校

三重県 桑名市野田5-3-12

FE 2015/11/01 2015~2017年 学校法人津田学園 津田情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学 三重県 桑名市野田5-3-12
校における認定講座(FE)
三重県 桑名市野田5丁目3-12
00445 三重県立松阪商業高等学校
FE 2016/02/01 2016-2017年度FE講座-情報
00012 三重県立宇治山田商業高等学校
FE 2016/04/01 2016年度宇治山田商業高校FE講座
2015/04/01 2015年度宇治山田商業高校FE講座
00249 近畿大学工業高等専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座
00446 三重県立亀山高等学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座
00507 学校法人 三重徳風学園
FE 2015/04/01 2015年度基本情報技術者試験講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ講座)-A

三重県 松阪市豊原町1600番地
三重県 松阪市豊原町1600番地
三重県 伊勢市黒瀬町1193
三重県 伊勢市黒瀬町1193
三重県 伊勢市黒瀬町1193
三重県 名張市春日丘7番町1番地
三重県 名張市春日丘7番町1番地
三重県 亀山市本町一丁目10番1号
三重県 亀山市本町1丁目10-1
三重県 亀山市和賀町1789-4
三重県 亀山市和賀町1789-4

25 滋賀県
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認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
※ 認定日から2年間有効。

【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

00273 学校法人立命館
FE 2015/03/01 2015年度FE講座

滋賀県 草津市野路東1-1-1
滋賀県 草津市野路東1-1-1 立命館大学 びわこ･くさつｷｬﾝﾊﾟｽ
滋賀県 草津市野路東1-1-1 立命館大学びわこ･くさつｷｬﾝﾊﾟｽ

26 京都府
00414 学校法人大原学園 大原簿記法律専門学校京都校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00160 京都コンピュータ学園
FE 2016/04/01 2016年度FE対策講座
00504 京都産業大学

京都府 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町672-1
京都府 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町672-1
京都府 京都市南区西九条寺ﾉ前町10-5 京都ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ学院京都
駅前校
京都府 京都市南区西九条寺ﾉ前町10-5
京都府 京都市北区上賀茂本山

FE 2014/11/01 2014年度 基本情報技術者講座
00480 京都府立京都すばる高等学校
FE 2016/06/01 2016年度FE講座A

京都府 京都市伏見区向島西定請120
京都府 京都市伏見区向島西定請120

27 大阪府
00380 ＨＡＬ大阪
FE 2015/04/01 2015･2016年度基本情報技術者試験(FE)対策講座
00094 学校法人山口学園 ＥＣＣコンピュータ専門学校
FE 2016/05/01 2016-2017年度FE講
00097 大阪コンピュータ専門学校
FE 2015/07/01 (実施)2015年度 基本情報技術者
00344 日本コンピュータ専門学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座
2015/04/01 2015年度FE講座(e-FESTA)
00073 学校法人大阪経済大学
FE 2014/11/01 2014年度 基本情報技術者試験対策講座-A
00505 ＮＴＴラーニングシステムズ株式会社
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00235 ユービック情報専門学校
FE 2016/06/01 2016年度基本情報技術者受験対策講座
00035 大阪情報専門学校
FE 2016/03/01 FE講座(2016-2018) 進級
FE講座(2016-2018) 入学
2015/11/01 e講座(2015-2017)
00325 富士通エフ・オー・エム株式会社

大阪府 大阪市北区梅田3-3-1
大阪府 大阪市北区梅田3-3-1
大阪府 大阪市北区中崎西2-3-35
大阪府 大阪市北区中崎西2-3-35
大阪府 大阪市北区南扇町3-16
大阪府 大阪市北区南扇町3-16
大阪府 大阪市東淀川区豊新1-21-22
大阪府 大阪市東淀川区豊新1-21-22
大阪府 2015年度FE講座(e-FESTA:2016/5月ｺｰｽ)
大阪府 大阪市東淀川区豊新1-21-22
大阪府 大阪市東淀川区大隅2-2-8
大阪府 大阪市東淀川区大隅2-2-8
大阪府 大阪市都島区東野田町4-15-82 NTT西日本研修ｾﾝﾀ 本
館4階
大阪府 東大阪市小若江3-4-1
大阪府 大阪市都島区片町2-10-5
大阪府 大阪市都島区片町2-10-5
大阪府 大阪市東成区中本1-5-21
大阪府 大阪情報専門学校
大阪府 大阪情報専門学校
大阪府 大阪市 東成区 中本 1-5-21
大阪府 大阪市中央区城見2-1-61ﾂｲﾝ21MIDﾀﾜｰ13F

FE 2015/03/01 2015年度基本情報技術者講座(FE)竹芝
00146 学校法人大阪経理経済学園 大阪情報コンピュータ専門学校
FE 2016/04/01 WEB2016･2017基本情報試験対策(民間資格活用なし)
2015/03/01 2015･2016基本情報試験対策講座(民間資格活用なし)
00085 学校法人木村学園 大阪電子専門学校
FE 2016/04/01 2016FE講座
00206 学校法人清風明育社 清風情報工科学院
FE 2015/09/01 2015年度基本情報技術者試験講座
00194 学校法人大原学園 大原情報デザインアート専門学校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策

00429 学校法人近畿大学
FE 2016/05/01 2016-2018年度ｻｰﾃｨﾌｧｲ｢応用情報処理論Ⅰ･Ⅱ｣
2014/09/01 基本情報技術者試験取得ｺｰｽ(ｻｰﾃｨﾌｧｲ･情報処理技術
者能力)｢応用情報処理論Ⅱ｣<2014/09/01全国展開>

大阪府 大阪市天王寺区上本町6-8-4
大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目8番4号
大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目8番4号
大阪府 大阪市天王寺区勝山4-5-6
大阪府 大阪市天王寺区勝山4-5-6
大阪府 大阪市阿倍野区丸山通1-6-3
大阪府 大阪市阿倍野区丸山通1-6-3
大阪府 大阪市浪速区難波中1-6-2
大阪府 大阪市北区太融寺町2-14
大阪府 大阪市淀川区西中島3-6-9
大阪府 大阪市浪速区難波中1-6-2
大阪府 東大阪市小若江3-4-1
大阪府 東大阪市小若江3-4-1
大阪府 東大阪市小若江3-4-1
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認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
※ 認定日から2年間有効。

【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

00335 学校法人ヒラタ学園 近畿コンピュータ電子専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座

大阪府 堺市西区鳳西町3-712
大阪府 堺市西区鳳西町3-712

28 兵庫県
00256 学校法人コンピュータ総合学園 神戸電子専門学校

兵庫県 神戸市中央区山本通1-6-35

FE 2015/09/01 2015-2016年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座
2015/04/01 2015-2016年度FE講座

兵庫県 神戸市中央区山本通1-6-35
兵庫県 神戸市中央区山本通1-6-35

00413 学校法人大原学園 大原簿記専門学校神戸校

兵庫県 神戸市中央区八幡通4-2-5

FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00387 神戸市立神港高等学校
FE 2015/04/01 2015年度/2016年度 基本情報技術者講座
00167 学校法人 姫路情報学院
FE 2015/09/01 2015年度FE講座-A
2015年度FE講座-B

兵庫県 神戸市中央区八幡通4-2-5
兵庫県 姫路市白銀町61
兵庫県 神戸市兵庫区会下山町3丁目16-1
兵庫県 神戸市兵庫区会下山町3丁目16-1
兵庫県 姫路市東延末2-25
兵庫県 姫路市東延末2丁目25番地
兵庫県 姫路市東延末2丁目25番地

30 和歌山県
00416 学校法人大原学園 大原情報医療保育専門学校 和歌山校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00312 和歌山コンピュータビジネス専門学校

和歌山県 和歌山市黒田88-1
和歌山県 和歌山市黒田88-1
和歌山県 和歌山市黒田41-1

FE 2014/11/01 2014年度基本情報技術者講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ･情報処理技術 和歌山県 和歌山市黒田41-1
者試験2級併用ｺｰｽ)
32 島根県
00351 学校法人坪内学園 専門学校松江総合ビジネスカレッジ
FE 2016/04/01 基本情報技術者試験eﾗｰﾆﾝｸﾞ講座(2016~2017年度)
00458 島根県立松江商業高等学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座
00125 出雲コアカレッジ
FE 2016/03/01 2016-2017基本情報技術者試験講座

島根県 松江市東朝日町74番地
島根県 松江市東朝日町74
島根県 松江市浜乃木八丁目1番1号
島根県 松江市浜乃木8-1-1
島根県 出雲市斐川町富村1000-8
島根県 出雲市斐川町富村1000-8

33 岡山県
00173 学校法人三友学園 専門学校岡山情報ビジネス学院
FE 2016/06/01 2016年度-2017年度OIC-FE講座
2015/04/01 2015年度-2016年度OIC-FEｻｰﾃｨﾌｧｲ活用講座
00383 学校法人岡山科学技術学園 岡山科学技術専門学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00299 岡山県立岡山南高等学校
FE 2014/09/01 2014年度FE講座
00388 岡山県立津山商業高等学校
FE 2015/06/01 2015年度FE講座
00384 岡山県立倉敷商業高等学校
FE 2015/05/01 2015年度FE講座

岡山県 岡山市北区駅元町1-4 ﾀｰﾐﾅﾙｽｸｴｱ6F
岡山県 岡山市北区駅元町1-4
岡山県 岡山市北区駅元町1-4
岡山県 岡山市北区昭和町8-10
岡山県 岡山市北区昭和町8-10
岡山県 岡山市北区奥田2丁目4番7号
岡山県 岡山市北区奥田2丁目4番7号
岡山県 津山市山北531番地
岡山県 津山市山北531
岡山県 倉敷市白楽町545番地
岡山県 倉敷市白楽町545番地

34 広島県
00089 学校法人穴吹学園 穴吹情報デザイン専門学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座A
2014/12/01 2014年度FEe講座A
00386 広島会計学院専門学校
FE 2015/04/01 2015年度基本情報技術者試験講座
00517 学校法人 鶴学園 広島工業大学
FE 2016/04/01 2016-2017年度講座(情報)
2016-2017年度講座(知的)
00244 広島市立広島商業高等学校
FE 2015/04/01 基本情報技術者養成ｺｰｽ(2015-2016)

広島県 福山市東町2-3-6
広島県 福山市東町2-3-6
広島県 福山市東町2-3-6
広島県 広島市中区千田町1丁目2-26
広島県 広島市中区千田町1丁目2-26
広島県 広島市佐伯区三宅2-1-1
広島県 広島市佐伯区三宅2-1-1
広島県 広島県広島市佐伯区三宅2-1-1
広島県 広島市東区牛田新町1-1-1
広島県 広島市東区牛田新町1丁目1-1
広島県 広島市東区牛田新町1丁目1番1号

IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 Copyright (c) IPA, Japan. All rights reserved 2016

15/19 ページ
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【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

00086 学校法人電子開発学園九州 広島情報専門学校
FE 2016/03/01 2016-2017年度 4月入学生向けFE講座
2016-2017年度 在校生向けFE講座
00133 広島コンピュータ専門学校
FE 2015/04/01 2015年度 基本情報技術者講座(Aｺｰｽ)
2014/11/01 2014年度ｻｰﾃｨﾌｧｲ試験-FE講座
00134 広島工業大学専門学校
FE 2015/04/01 2015-2016年度 基本情報技術者養成講座

広島県 広島市南区比治山本町16-35
広島県 広島県広島市南区比治山本町16-35
広島県 広島市南区比治山本町16-35
広島県 広島市南区比治山本町16-35
広島県 広島市西区横川新町7-12
広島県 広島市西区横川新町7-12
広島県 広島市西区横川新町7-12
広島県 広島市西区福島町2-1-1
広島県 広島市西区福島町2丁目1番1号

35 山口県
00339 学校法人山口コア学園 山口コアカレッジ
FE 2015/05/01 2015年度FE講座
00432 ＹＩＣビジネスアート専門学校
FE 2016/05/01 2016年度FE講座

山口県 山口市富田原町2-23
山口県 山口市富田原町2-23
山口県 山口市小郡黄金町2番24号
山口県 山口市小郡黄金町2番24号

36 徳島県
00043 専門学校 穴吹情報公務員カレッジ
FE 2015/04/01 基本情報技術者講座(2015-FE)

徳島県 徳島市徳島町2-20
徳島県 徳島市徳島町2-20
徳島県 徳島市徳島町2-57

37 香川県
00045 学校法人穴吹学園専門学校 穴吹コンピュータカレッジ
FE 2016/04/01 2016-2017年度講座
2016-2017年度講座(e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ)
00221 四国総合ビジネス専門学校

香川県 高松市番町2-4-14
香川県 高松市番町2-4-14
香川県 高松市番町2-4-14
香川県 高松市松並町1026-1

FE 2015/10/01 2015年度基本情報技術者講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ･情報処理技術 香川県 高松市松並町1026-1
者能力試験2級併用ｺｰｽ)
00300 徳島文理大学
FE 2014/09/01 2014年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座

香川県 さぬき市志度1314-1
香川県 さぬき市志度1314-1

38 愛媛県
00015 河原電子ビジネス専門学校
FE 2016/04/01 2016年度基本情報技術者FE講座
2015/04/01 2015年度ｻｰﾃｨﾌｧｲ情報処理技術者試験対策講座
00013 準学校法人松山ビジネスカレッジ 松山ビジネスカレッジ・ビジネス校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00310 愛媛県立松山商業高等学校
FE 2015/04/01 2015年基本情報技術者講座
00210 学校法人河原学園 河原ＩＴビジネス専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座
2016-2017年度ｻｰﾃｨﾌｧｲ修了試験-FE講座

愛媛県 松山市柳井町3-3-31
愛媛県 松山市柳井町3丁目3-31
愛媛県 松山市柳井町3丁目3-31
愛媛県 松山市辻町1-33
愛媛県 松山市辻町1-33
愛媛県 松山市辻町1-33 松山ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ ﾋﾞｼﾞﾈｽ校
愛媛県 松山市旭町71番地
愛媛県 松山市旭町71
愛媛県 松山市旭町71番地
愛媛県 新居浜市坂井町1-9-23
愛媛県 新居浜市坂井町1丁目9-23
愛媛県 新居浜市坂井町1丁目9-23

39 高知県
00364 学校法人龍馬学園 高知情報ビジネス＆フード専門学校

高知県 高知市北本町1-12-6

FE 2016/05/01 2016年度FE講座
2015/05/01 基本情報講座2015年度(ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用)

高知県 高知市北本町1-12-6
高知県 高知市北本町1-12-6

00305 学校法人日翔学園 高知開成専門学校
FE 2015/05/01 2015年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座(Bｺｰｽ)

高知県 高知市本宮町65-7
高知県 高知市本宮町65番地7

40 福岡県
00046 麻生情報ビジネス専門学校 北九州校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00077 ＫＣＳ北九州情報専門学校
FE 2016/03/01 2016-2017年度FE講座

福岡県 北九州市小倉北区浅野2-11-33
福岡県 北九州市小倉北区浅野2丁目11番33号
福岡県 北九州市小倉北区浅野2-4-1
福岡県 北九州市小倉北区浅野2-4-1
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認定免除対象科目履修講座の一覧

2016年08月現在
※ 認定日から2年間有効。

【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

FE 2016/03/01 2016-2017年度新入生対象FE講座
00136 学校法人大原学園 大原簿記公務員専門学校小倉校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00393 国立県営福岡障害者職業能力開発校
FE 2015/04/01 2015-16年度 FE講座
00437 学校法人 渡邉学園 専門学校 コンピュータ教育学院
FE 2016/08/01 2016-2018年度 FE講座-ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用
00470 西日本新聞パソコン教室（有限会社アイズプロ）

福岡県 北九州市小倉北区浅野2-4-1
福岡県 北九州市小倉北区京町3-9-20
福岡県 北九州市小倉北区京町3-9-20
福岡県 北九州市若松区蜑住1728-1
福岡県 鞍手郡小竹町新多514-2
福岡県 北九州市若松区蜑住1728-1
福岡県 福岡市中央区天神4丁目5番5号
福岡県 福岡市中央区天神4-5-5
福岡県 福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館16階

FE 2014/10/01 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ養成科(基本情報処理科)<2014-2015年度FE講 福岡県 福岡市中央区1-4-1
座>
00075 学校法人電子開発学園九州 ＫＣＳ福岡情報専門学校
FE 2016/03/01 2016年FE講座(授業)
2016年FE講座(対策)
2015/10/01 2015年e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ講座
00140 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス
FE 2016/04/01 2016~2017年度 基本情報技術者講座
00402 学校法人福岡工業大学 福岡工業大学附属城東高等学校

福岡県 福岡市中央区春吉1-11-18
福岡県 福岡市中央区春吉1丁目11-18
福岡県 福岡市中央区春吉1丁目11-18
福岡県 福岡市中央区春吉1丁目11-18
福岡県 福岡市中央区大濠2-8-13
福岡県 福岡市中央区大濠2-8-13
福岡県 福岡市東区和白東3-30-1

FE 2015/07/01 ｻｰﾃｨﾌｧｲ活用基本情報技術者講座 <2013/05/03教材改 福岡県 福岡市東区和白東3-30-1
定>
00500 福岡工業大学短期大学部
FE 2016/03/01 2016-2017年度 基本情報技術者講座(ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報学科)
2016-2017年度 基本情報技術者講座(情報ﾒﾃﾞｨｱ学科)
00322 福岡県立宇美商業高等学校
FE 2015/04/01 FE講座(2015-2016)
00311 東海大学福岡短期大学
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00217 麻生情報ビジネス専門学校 福岡校
FE 2015/03/01 2015年基本情報技術者対策講座
00137 学校法人大原学園 大原簿記情報専門学校福岡校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策

00272 福岡県立福岡高等技術専門校
FE 2015/04/01 2015年度 FE講座
00276 久留米市立久留米商業高等学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度 基本情報処理講座

福岡県 福岡市東区和白東3-30-1
福岡県 福岡市東区和白東3-30-1
福岡県 福岡市東区和白東3-30-1
福岡県 糟屋郡宇美町井野52-1
福岡県 糟屋郡宇美町井野52-1
福岡県 宗像市田久1-9-1
福岡県 宗像市田久1-9-1
福岡県 福岡市博多区博多駅南2-12-32
福岡県 福岡市博多区博多駅南2-12-32
福岡県 福岡市博多区上川端町14-13
福岡県 熊本市西区春日2-2-35
福岡県 福岡市博多区上川端町14-13
熊本県 熊本市西区春日2-2-35
福岡県 福岡市東区千早4-24-1
福岡県 福岡市東区千早4丁目24-1
福岡県 久留米市南1-1-1
福岡県 久留米市南1-1-1

41 佐賀県
00363 佐賀県高等学校教育研究会商業部会
FE 2015/02/01 2014年度FE講座
00426 学校法人九州国際学園
FE 2014/09/01 2014年度FE講座

佐賀県 佐賀市神野東4-12-40
佐賀県 佐賀市神野東4-12-40
佐賀県 佐賀市神野東1-9-32
佐賀県 佐賀市神野東一丁目9-32

42 長崎県
00266 メトロ総合ビジネスカレッジ
FE 2015/05/01 2015年度 基本情報技術者試験講座
00435 長崎県立長崎工業高等学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00423 長崎県立諫早商業高等学校
FE 2015/08/01 FE午前免除講座(2015年度申請分)

長崎県 長崎市出島町5-3
長崎県 長崎市出島5-3
長崎県 長崎市出島町5-3
長崎県 長崎市岩屋町41-22
長崎県 長崎市岩屋町41-22
長崎県 諫早市宇都町8-26
長崎県 諫早市宇都町8-26

IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 Copyright (c) IPA, Japan. All rights reserved 2016

17/19 ページ
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【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

00159 いさはやコンピュータ・カレッジ
FE 2016/04/01 2016-2017年度講座
00462 長崎県立佐世保商業高等学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座

長崎県 諫早市津久葉町5番119
長崎県 諫早市津久葉町5-119
長崎県 諫早市津久葉町5ｰ119
長崎県 佐世保市吉岡町863番地3
長崎県 佐世保市吉岡町863番地3

43 熊本県
00169 学校法人赤山学園 九州技術教育専門学校熊本校
FE 2016/05/01 2016-2018年度講座
00171 崇城大学専門学校
FE 2015/04/01 2015年度講座
00289 学校法人湖東学園
FE 2015/05/01 2015年度FE講座
00327 熊本県立熊本商業高等学校
FE 2016/04/01 2016年度FE講座-A
00161 学校法人 未来創造学園 熊本電子ビジネス専門学校
FE 2015/04/01 2015年度基本情報技術者試験講座
00168 学校法人赤山学園 九州技術教育専門学校

熊本県 熊本市中央区細工町5-35-1
熊本県 熊本市中央区細工町5丁目35-1
熊本県 熊本市中央区花畑町10-25
熊本県 熊本市中央区花畑町10-25
熊本県 熊本市東区湖東1-12-26
熊本県 熊本市東区湖東1丁目
熊本県 熊本市東区湖東1丁目12番26号
熊本県 熊本市中央区神水1-1-2
熊本県 熊本市中央区神水1-1-2
熊本県 熊本市中央区九品寺2-2-38
熊本県 熊本市中央区九品寺2-2-38
熊本県 人吉市駒井田町216-12

FE 2014/10/01 基本情報技術者講座(ｻｰﾃｨﾌｧｲ情報処理技術者能力認定 熊本県 人吉市駒井田町216-12
試験2級併用ｺｰｽ)2014年度
44 大分県
00025 学校法人善広学園 総合技術工学院
FE 2015/07/01 2015-2016年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座
00112 学校法人電子開発学園九州 ＫＣＳ大分情報専門学校
FE 2016/03/01 2016-2017年度FE講座1
2016-2017年度FE講座2
00516 学校法人大原学園 大原簿記公務員専門学校大分校
FE 2016/02/01 2016年10月対策~2018年4月対策
00280 渡邊学園 大分国際情報高等学校
FE 2015/04/01 2015年度FE講座

大分県 大分市東春日町51番3
大分県 大分市東春日町51番3
大分県 大分市東春日町17-19
大分県 大分市東春日町17-19
大分県 大分市東春日町17-19
大分県 大分市金池南1-2-24
大分県 大分市金池南1-2-24
大分県 大分市新貝11-40
大分県 大分市新貝11番40号

45 宮崎県
00080 宮崎県立宮崎商業高等学校
FE 2016/04/01 2016-2018年度基本情報技術者試験講座
00524 合同会社ライブビジネス
FE 2016/08/01 2016-2018年度情報処理技術者養成科
00081 宮崎日本大学学園
FE 2015/04/01 2015年度FE講座
00060 宮崎県立佐土原高等学校
FE 2015/04/01 2015年度基本情報技術者講座(FE-01)ｺｰｽ
00057 宮崎情報ビジネス専門学校
FE 2014/10/01 2014年度 基本情報技術者試験 ｻｰﾃｨﾌｧｲ併用ｺｰｽ
00476 宮崎県立宮崎工業高等学校
FE 2015/04/01 2015~2016年度FE講座

宮崎県 宮崎市和知川原3-24
宮崎県 宮崎市和知川原3丁目24
宮崎県 宮崎市江平西1丁目2-27第3丸三ﾋﾞﾙ3F
宮崎県 宮崎市江平西一丁目2番27号
宮崎県 宮崎市島之内6822-2
宮崎県 宮崎市島之内6822-2宮崎日本大学高等学校
宮崎県 宮崎市佐土原町下田島21567
宮崎県 宮崎市佐土原町下田島21567
宮崎県 宮崎市広島2丁目10-21
宮崎県 宮崎市広島2-10-21
宮崎県 宮崎市天満町9番1号
宮崎県 宮崎市天満町9番1号

00397 宮崎県立延岡商業高等学校

宮崎県 延岡市桜ヶ丘3丁目7122

FE 2015/06/01 2015年FE講座

宮崎県 延岡市桜ｹ丘3丁目7122

00064 宮崎県立延岡工業高等学校

宮崎県 延岡市緑ヶ丘1-8-1

FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座

宮崎県 延岡市緑ヶ丘1-8-1

00076 学校法人都城コア学園 都城コアカレッジ

宮崎県 都城市吉尾町77-8

FE 2016/04/01 2016-2017年度FE講座

宮崎県 都城市吉尾町77-8
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【凡例】

都道府県ｺｰﾄﾞ 都道府県
講座開設者番号 講座開設者名
区分
認定日
履修講座の名称

住所（連絡先）
実施講座の開設地

※ 並び順 ： [講座開設者名]… 住所（連絡先）の都道府県ｺｰﾄﾞ、郵便番号、講座開設者番号

[履修講座の名称]…試験区分、認定日、名称

[開催地]…都道府県ｺｰﾄﾞ

※試験区分 ： FE 基本情報技術者試験

00443 宮崎県立都城商業高等学校
FE 2015/08/01 2015年度-2017年度FE講座

宮崎県 都城市上東町31街区25号
宮崎県 都城市上東町31街区25号

46 鹿児島県
00503 鹿児島環境・情報専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度講座
2014/10/01 2014年度ｻｰﾃｨﾌｧｲ講座A
00101 学校法人電子開発学園九州 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校
FE 2016/04/01 2016年FE講座1
2016/03/01 2016年FE講座2
2015/10/01 2015年度e-Learning講座
00040 原田学園
FE 2015/04/01 2015-2016年度FE講座
00042 学校法人 九州総合学院 鹿児島情報ビジネス専門学校
FE 2016/04/01 2016-2017年度講座A
2015/06/01 2015年度ｻｰﾃｨﾌｧｲFE講座
00232 鹿児島県ビジネス情報科目群研究委員会
FE 2015/07/01 2016年度 基本情報講座

鹿児島県 鹿児島市田上3丁目4番8号
鹿児島県 鹿児島市田上3丁目4番8号
鹿児島県 鹿児島市田上3丁目4番8号
鹿児島県 鹿児島市郡元1-9-5
鹿児島県 鹿児島市郡元1-9-5
鹿児島県 鹿児島市郡元1-9-5
鹿児島県 鹿児島市郡元1-9-5
鹿児島県 鹿児島市谷山中央2丁目4173番地
鹿児島県 鹿児島市谷山中央2丁目4173
鹿児島県 鹿児島市東千石町19-32
鹿児島県 鹿児島市東千石町19-32
鹿児島県 鹿児島市東千石町19-32
鹿児島県 薩摩川内市入来町副田5961番地
鹿児島県 鹿屋市串良町岡崎2496-1
鹿児島県 谷山中央8丁目4-1

47 沖縄県
00071 沖縄情報経理専門学校 那覇校

沖縄県 那覇市泊2-1-8

FE 2015/09/01 2015年度FE講座

沖縄県 那覇市泊2-1-8

00070 学校法人ＫＢＣ学園 国際電子ビジネス専門学校

沖縄県 那覇市壺川3-5-3

FE 2016/06/01 2016年度FE講座
沖縄県 那覇市壺川3-5-3
ｻｰﾃｨﾌｧｲ情報処理技術者能力認定試験-FE講座-2級併 沖縄県 那覇市壺川3-5-3
用ｺｰｽ(2016年度)
00228 沖縄情報経理専門学校

沖縄県 沖縄市仲宗根町8-11

FE 2015/09/01 2015年度FE講座

沖縄県 沖縄市仲宗根町8-11

00229 沖縄情報経理専門学校 名護校

沖縄県 名護市宇茂佐915-11

FE 2015/09/01 2015年度FE講座

沖縄県 名護市宇茂佐915-11
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