
●認定校一覧

都道府県 名　　称 学科・コース

北翔大学 教育文化学部 芸術学科

美術学部 デザイン学科
美術学部 建築学科

北海道科学大学 工学部 建築学科

東海大学 国際文化学部 デザイン文化学科

北星学園大学 短期大学部 生活創造学科

青山建築デザイン・医療事務専門学校 建築設計デザイン科

札幌デザイナー学院 インテリア学科

環境デザイン学科
建築デザイン学科

札幌科学技術専門学校 建築技術学科

日本工学院北海道専門学校 建築学科

感性デザイン工学部　感性デザイン学科
工学部　土木建築工学科

宮城大学 事業構想学部 デザイン情報学科 空間デザインコース

ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科
工学部 建築学科

宮城学院女子大学 生活文化デザイン学科

東北学院大学 工学部 環境建設工学科 建築コース

東北文化学園専門学校 建築デザイン学科 インテリア科

東北電子専門学校 インテリア科

仙台工科専門学校 建築デザイン学科

秋田公立美術工芸短期大学 産業デザイン学科

秋田建築専門学校 建築設計科

デザイン工学部 プロダクトデザイン学科
デザイン工学部 建築・環境デザイン学科

山形デザイン専門学校 環境(建築)デザイン科

郡山女子大学 家政学部　人間生活学科

会津大学短期大学部 産業情報学科

流通経済大学 流通情報学部 流通情報学科

文化デザイナー学院 インテリアデザイン学科

建築設計科
建築インテリアデザイン科

足利大学 創生工学科 建築土木分野 建築学コース

足利デザイン･ビューティ専門学校 クリエイティブデザイン科

建築設計科
建築インテリアデザイン科

桐生大学短期大学部 アート・デザイン学科

フェリカ建築＆デザイン専門学校 インテリア設計科

建築設計科
建築インテリアデザイン科

城西大学 経営学部 マネジメント総合学科

ものつくり大学 技能工芸学部 建設学科

明海大学 不動産学部 不動産学科

千葉大学 工学部 都市環境システム学科

千葉工業大学 工学部 デザイン科学科

千葉県立東金高等技術専門校 ディスプレイ科

建築ＣＡＤ技術科
デザイン設計科
建築経営研究科

東京家政学院大学 現代生活学部 生活デザイン学科

実践女子大学 生活科学部 生活環境学科

多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科

昭和女子大学 生活科学部 環境デザイン学科

工学部 建築学科
都市生活学部 都市生活学科

駒沢女子大学 人間総合学群 住空間デザイン学類

群馬県

埼玉県

星槎道都大学

北海道芸術デザイン専門学校

水戸日建工科専門学校

群馬日建工科専門学校

茨城県

宇都宮日建工科専門学校

栃木県

東京都市大学

北海道

東北芸術工科大学

八戸工業大学

東北工業大学

宮城県

青森県

秋田県

福島県

千葉日建工科専門学校

千葉県

東京都

山形県



●認定校一覧

都道府県 名　　称 学科・コース

文化学園大学 造形学部 建築･インテリア学科

拓殖大学 工学部 デザイン学科

武蔵野大学 工学部 建築デザイン学科

武蔵野美術大学 造形学部 工芸工業デザイン学科

東京造形大学 造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域

首都大学東京 システムデザイン学部　インダストリアルアートコース

建築学部 建築デザイン学科
建築学部 建築学科
建築学部 まちづくり学科

女子美術大学　短期大学部 造形学科 デザインコース 創造デザイン

商空間デザイン科
建築工学科
建築インテリア工学科
建築科
建築インテリアデザイン科
建築設計デザイン科
インテリア工学科
住宅設計デザイン科
建築室内設計科
インテリアデザイン科
インテリア科
建築設計科
建築工学科
建築学科

東京デザイナー学院 インテリアデザイン科

日本デザイナー学院 インテリアデザイン科

建築科（夜間）
インテリア科

東京モード学園 インテリア学科

建築学科
建築科（夜間）
建築デザイン科
インテリアデザイン科
雑貨プロダクトデザイン学科
二級建築士受験科
インテリアデザイン科
建築学科

東京デザイン専門学校 インテリアデザイン科

建築設計科
インテリアデザイン科
プロダクトデザイン科
建築設計科
インテリアデザイン科

阿佐ヶ谷美術専門学校 リビングプロダクトデザイン科

ヒューマンアカデミー東京校 デザインカレッジ　インテリア専攻

インテリアアーキテクュア＆デザイン科
インテリアデコレーション科
インテリアマイスター科

山脇美術専門学院 スペースデザイン科

建築設計科（昼間部）
建築設計科（夜間部）
建築インテリアデザイン科
総合デザイン科（昼間部）スペースデザイン専攻
デザイン専攻科（夜間部）スペースデザインコース

東京デザインプレックス研究所 空間コンテンポラリーデザイン総合コース

建築科
建築都市設計科

女子美術大学 芸術学部 デザイン･工芸学科 環境デザイン専攻

関東学院大学 人間環境学部人間環境デザイン学科

相模女子大学 学芸学部 生活デザイン学科

神奈川県立産業技術短期大学校 産業デザイン科　スペースデザインコース

建築工学科
建築デザイン科

横浜日建工科専門学校 建築設計科

読売理工医療福祉専門学校

中央工学校

東京日建工科専門学校

浅野工学専門学校

神奈川県

東京工学院専門学校

日本工学院専門学校

桑沢デザイン研究所

日本工学院八王子専門学校

町田･デザイン専門学校

青山製図専門学校

東京テクニカルカレッジ

早稲田大学芸術学校

工学院大学

東京都

ＩＣＳカレッジオブアーツ



●認定校一覧

都道府県 名　　称 学科・コース

造形学部 プロダクトデザイン学科
造形学部 建築・環境デザイン学科
造形学部 視覚デザイン学科
造形学部 美術・工芸学科

新潟工科大学 工学部 建築学科

建築設計科
建築インテリアデザイン科

金沢美術工芸大学 デザイン科 環境デザイン専攻

金沢科学技術専門学校 建築学科

大原情報デザインアート専門学校金沢校 インテリアデザイン科

福井県 福井工業大学 工学部 デザイン学科

岐阜県 岐阜女子大学 家政学部 生活科学科 住居学専攻

静岡文化芸術大学 デザイン学部 空間造形学科

デザインテクノロジー専門学校 建築学科　建築コース・インテリアコース

建築インテリアデザイン科
建築設計科
建築士養成科

名古屋女子大学 家政学部　生活環境学科

椙山女学園大学 生活科学部 生活環境デザイン学科

芸術工学部 情報環境デザイン学科
芸術工学部 建築都市デザイン学科
芸術工学部 産業イノベーションデザイン学科

中部大学 工学部　建築学科

造形学部 デザイン学科
造形学部 建築学科
通信教育部 造形学部 建築学科

金城学院大学 生活環境学部 環境デザイン学科

名古屋造形大学 造形学部 造形学科 建築･インテリアデザインコース

愛知学院大学 商学部　商学科

愛知淑徳大学 創造表現学部 創造表現学科 建築･インテリアデザイン専攻

日本デザイナー芸術学院名古屋校 ビジュアルデザイン学科 雑貨デザイン専攻

トライデントデザイン専門学校 インテリアデザイン学科

名古屋モード学園 インテリア学科

インテリアデザイン科
建築工学科

名古屋デザイナー学院 インテリアデザイン学科

芸術学部 空間演出デザイン学科
通信教育部 芸術学部 デザイン科 空間演出デザインコース

京都精華大学 デザイン学部 建築学科

京都工芸繊維大学 工芸科学部　造形科学域 デザイン・建築学課程

京都女子大学 家政学部　生活造形学科

京都芸術デザイン専門学校 インテリアデザインコース

京都建築大学校 建築科

大阪産業大学 デザイン工学部　建築・環境デザイン学科

大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科 インテリア･プロダクトデザインコース

理工学部　建築学科
理工学部　住環境デザイン学科

大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 空間デザイン学科

昼間部 i.school 産業デザイン学科 ものづくり系
夜間部 d.school 産業デザイン特別選択学科
夜間部 d.school 産業デザイン標準学科

大阪モード学園 インテリア学科

インテリアデザイン科
建築CGデザイン科

日本理工情報専門学校 建築デザイン科

大阪総合デザイン専門学校 インテリアデザイン学科

工業専門課程 第1本科（夜）　建築学科
工業専門課程 第1本科（昼）　建築CGデザイン学科
工業専門課程 第1本科（昼）　建築学科
工業専門課程 第1本科（昼）　空間デザイン学科
工業専門課程 第1本科（夜）　建築デュアルシステム科
工業専門課程 第1本科（昼）　住環境リノベーション学科

静岡県

浜松日建工科専門学校

石川県

新潟日建工科専門学校

長岡造形大学

新潟県

京都府

愛知県

東海工業専門学校金山校

摂南大学

愛知産業大学

京都造形芸術大学

中央工学校ＯＳＡＫＡ

修成建設専門学校

名古屋市立大学

創造社デザイン専門学校

大阪府



●認定校一覧

都道府県 名　　称 学科・コース

大阪デザイナー専門学校 インテリアデザイン学科

大阪コミュニケーションアート専門学校 インテリアデザイン専攻

ヒューマンアカデミー大阪校 デザインカレッジ　インテリア専攻

神戸芸術工科大学 芸術工学部 プロダクト・インテリアデザイン学科

武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 生活デザインコース・建築デザインコース

宝塚大学　造形芸術学部 制作力創造学科 建築･インテリアデザイン研究室

神戸女子大学 家政学部 家政学科

関西国際大学 総合社会学科 建築･インテリアフィールド

神戸松陰女子学院大学 人間科学部 ファッション・ハウジングデザイン学科

神戸国際大学 国際文化ビジネス･観光学科　生活デザインコース

武庫川女子大学短期大学部 生活造形学科インテリアコース

帝塚山大学 現代生活学部 居住空間デザイン科

奈良女子大学 生活環境学部 住環境学科

畿央大学 健康科学部 人間環境デザイン学科

鳥取県 鳥取短期大学 生活学科 住居･デザイン専攻

山陽学園大学 生活心理学科 生活科学コース

中国デザイン専門学校 インテリア・プロダクト科

岡山科学技術専門学校 建築工学科

岡山理科大学専門学校 建築学科

近畿大学 工学部 建築学科

広島工業大学 環境学部 環境デザイン学科

穴吹デザイン専門学校 インテリアデザイン学科

徳島文理大学 人間生活学部 建築デザイン学科

四国大学 生活科学部 生活科学科

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ トータルインテリア科

愛媛県 河原デザイン・アート専門学校 インテリア・建築デザイン科

高知県 国際デザイン・ビューティカレッジ 建築･インテリアデザイン科

久留米工業大学 建築・設備工学科

近畿大学　産業理工学部 建築・デザイン学科

西日本工業大学 デザイン学部 建築学科

九州女子大学 家政学部 人間生活学科

芸術学部　デザイン学科 人間環境デザインコース スペースデザインクラス
商学部 商学科

福岡大学 工学部 建築学科

九州造形短期大学 造形芸術学科 インテリアデザイン専攻

福岡デザイン専門学校 総合デザイン科 立体空間デザインコース

九州デザイナー学院 インテリアデザイン学科

ヒューマンアカデミー福岡校 デザインカレッジ　インテリア専攻

崇城大学 工学部 建築学科

熊本デザイン専門学校 建築･インテリアデザイン科

日本文理大学 工学部 建築学科

大分県立工科短期大学校 建築システム系

第一工業大学 工学部 建築デザイン学科

鹿児島県立短期大学 生活科学科 生活科学専攻

マルチメディアデザイン科
建築デザイン学科

鹿児島情報ビジネス専門学校 建築士専攻科

沖縄県 インターナショナルデザインアカデミー インテリア・建築デザイン科

鹿児島県

大分県

徳島県

岡山県

兵庫県

広島県

熊本県

福岡県

奈良県

九州産業大学

鹿児島工学院専門学校

大阪府


