20220401

送付先および受付時間一覧表
エリア

学校名

郵便番号

住所

宛名

060-0806 北海道札幌市北区北6条西8-8-1

011-707-0088

月～金 12:00～19:00
土・日
9:00～15:00
（祝日除く）

郵送申込：北海道札幌市北区北6条西8-8-1
060-0806 ※函館校の郵送申込先は札幌校となります。
窓口申込：北海道函館市若松町7-5

0138-23-0081

月～金 12：00～17：30
土・日 12：00～16：00
（祝日除く）

020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通２－２１－１

019-681-0070

月～金 9:00～19:00
土・日
9:00～15:00
(祝日除く）

990-0827 山形県山形市城南町１－１８－１０

023-674-0660

月・火・木・金 12:00～19:00
水
12:00～17:00
土
9:00～15:00
（日・祝日除く）

101-8351 東京都千代田区西神田2－4－11

03-3237-8716

月～土
日・祝日

大原情報ビジネス専門学校

170-0013 東京都豊島区東池袋1－20－17

03-5952-0080

月～金
12:00～17:00
土・日・祝日 9:00～15:00

大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校

190-0014 東京都立川市緑町４－８

042-528-5322

月～金（土・日・祝日除く）
電話 9:00～17:00
窓口 10:00～17:00

大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校

194-0022 東京都町田市森野1－9－21

042-728-7621

221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町1-8-14

045-324-3811

260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-16-2

043-290-0008

大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校

275-0016 千葉県習志野市津田沼1-1-1

047-472-7001

月～金 11:30～17:00
土・日
9:00～15:00
（祝日除く）

大原簿記法律専門学校柏校

277-0842 千葉県柏市末広町10-1

04-7147-1008

月～金 10:30～17:00
土・日
9:00～15:00
（祝日除く）

310-0015 茨城県水戸市宮町1－9－18

029-232-8038

月～金 9:00～17:00
土・日
9:00～15:00
（祝日除く）

330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-13-2

048-647-3399

月～金 9:00～17:00
土・日
9:00～15:00
（祝日除く）

321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-5-4

028-637-9100

月～土 10:00～15:00
（日・祝日除く）

370-0846 群馬県高崎市下和田町5-3-16

027-325-1100

380-0906 長野県長野市鶴賀呑沢614-3

026-229-5577

390-0814 長野県松本市本庄1-1-5

0263-50-6633

月～金(祝日除く)
電話 10:00～17:00
窓口 12:00～17:00
土・日 9:00～15:00

400-0031 山梨県甲府市丸の内２－８－８

055-236-1721

月・火・木・金 12:00～17:00
日
9:00～15:00
（水・土・祝日除く）

910-0005 福井県福井市大手2-9-1

0776-21-0001

月～金(祝日除く）
9:00～17:00

920-0031 石川県金沢市広岡1-1-15

076-221-5757

月～金(祝日除く）
電話 9:00～17:00
窓口 9:00～16:00

532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-15-22

06-4806-8675

月～金（祝日除く）
電話 9:10～17:00
窓口 9:10～16:30

556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-6-2

06-4397-2452

月～金（祝日除く）
電話 10:00～17:00
窓口 12:00～13:30
15:30～17:00

大原医療福祉製菓専門学校梅田校
（旧：大原医療秘書福祉専門学校梅田校）

530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-14

06-6130-7412

月～金（祝日除く）
電話 9:10～17:00
窓口 9:10～16:30

大原簿記専門学校神戸校

651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-5

078-222-8699

600-8413 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町672-1

075-344-1350

640-8341 和歌山県和歌山市黒田88-1

073-475-8012

670-0902 兵庫県姫路市白銀町61

079-284-2700

月～金（祝日除く）
9:00～17:00

700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-5-21

086-232-7000

月～金（祝日除く）
9:00～17:00

730-0025 広島県広島市中区東平塚町3-30

082-249-8000

月～金（祝日除く）
9:00～17:00

812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町14-13

092-271-2280

月～金 9:00～17:00
（祝日除く）

802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3-9-20

093-551-0820

月～金 9:00～17:00
（祝日除く）

805-0023 福岡県北九州市八幡東区宮の町1-1-1

093-651-5500

月～金 9:00～17:00
（祝日除く）

870-0839 大分県大分市金池南1-2-24

097-574-6568

月～金 9:00～17:00
（祝日除く）

860-0047 熊本県熊本市西区春日2-2-35

096-327-5555

月～金 9:00～17:00
（祝日除く）

大原法律公務員専門学校
北海道

受付時間

電話

大原簿記情報専門学校札幌校
大原医療福祉専門学校
大原公務員・医療事務・語学専門学校函館校
（旧：大原簿記公務員情報医療専門学校函館校）
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校盛岡校
大原スポーツ公務員専門学校盛岡校
東 北
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校山形校
大原スポーツ公務員専門学校山形校
大原簿記学校
大原法律専門学校
大原医療秘書福祉保育専門学校
東京情報クリエイター工学院専門学校

9:00～17:00
9:00～15:00

東京ホテル・トラベル学院専門学校
東京アニメーター学院専門学校

大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校
大原法律公務員専門学校横浜校
大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校
大原簿記公務員専門学校千葉校
大原医療保育福祉専門学校千葉校

関 東
・
信 越

大原簿記情報公務員専門学校水戸校
大原医療ホテル観光専門学校水戸校
（旧：大原医療福祉専門学校水戸校）

月～金 11:30～17:00
土・日
9:00～15:00
（祝日除く）
月・火・木・金 11:30～17:00
土・日
9:00～15:00
水（電話のみ） 11:30～17:00
（祝日除く）
月～金 11:30～17:00
土・日
9:00～15:00
（祝日除く）

大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校
大原法律公務員専門学校大宮校
大原医療秘書福祉専門学校大宮校
（旧：大原医療秘書福祉保育専門学校大宮校）
大原こども専門学校
大原簿記情報ビジネス医療専門学校宇都宮校
（旧：大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校宇都宮校）
大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校
大原スポーツ公務員専門学校高崎校
大原簿記情報ビジネス医療専門学校
大原スポーツ公務員専門学校
大原簿記情報ビジネス医療専門学校松本校
（旧：大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校松本校）
大原スポーツ公務員専門学校松本校
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校

証明書発行担当係

大原スポーツ公務員専門学校甲府校

月～金 10:00～17:00
土・日
9:00～15:00
（祝日除く）
月～金(祝日除く)
電話 9:00～18:30
窓口 12:00～18:30
土・日 9:00～15:00

大原簿記法律専門学校福井校
福井情報ITクリエイター専門学校
（旧：大原テクノデザインアート専門学校）

北 陸

大原スポーツ医療保育福祉専門学校
福井ホテルトラベル専門学校
（旧：福井ペット＆旅行ホテル専門学校）
大原簿記法律観光専門学校金沢校
金沢ウエディング・ビューティー専門学校
金沢情報ITクリエイター専門学校
大原医療福祉・製菓＆スポーツ専門学校
大原簿記専門学校大阪校
大原法律公務員＆スポーツ専門学校大阪校
大阪保育こども教育専門学校
大阪歯科衛生学院専門学校
大原簿記法律専門学校難波校
大阪情報ＩＴクリエイター専門学校
（旧：大原情報デザインアート専門学校）
大原スポーツ＆メディカルヘルス専門学校難波校
大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校
大原簿記法律専門学校梅田校

関 西

大原簿記ビジネス公務員専門学校京都校
京都歯科衛生学院専門学校
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山校
大原情報医療保育専門学校和歌山校
姫路情報ＩＴクリエイター法律専門学校
（旧：大原簿記情報法律専門学校姫路校）
大原保育スポーツ医療専門学校姫路校
（旧：大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校姫路校）
大原ビジネス公務員専門学校岡山校
中 国

岡山情報ＩＴクリエイター専門学校
大原ビジネス公務員専門学校広島校
広島情報ITクリエイター専門学校
大原簿記ビジネス専門学校福岡校
（旧：大原簿記情報専門学校福岡校）
大原スポーツ公務員専門学校福岡校

月～金（祝日除く）
電話 09：00～17：00
窓口 13：00～19：00
月～金（祝日除く）
電話 9:00～17:00
窓口 9:00～16:30
月～金（祝日除く）
電話 9:00～17:00
窓口 12:00～13:30
15:30～17:00

大原保育医療福祉専門学校福岡校
大原情報IT簿記公務員専門学校小倉校
（旧：大原簿記公務員専門学校小倉校）
大原医療福祉製菓専門学校小倉校
九 州

専門学校大原自動車工科大学校
大原簿記公務員専門学校大分校
大原医療介護福祉専門学校大分校
大原自動車工科専門学校大分校
大原簿記情報専門学校熊本校
大原スポーツ公務員専門学校熊本校
大原保育医療福祉専門学校熊本校

※郵送用証明書交付申込書などは各校の証明書発行担当者宛にご郵送ください。
※夏期休業期間・年末年始休業期間については各校へお問い合わせください。

