
R2.6.9　現在

都道府県
名

施設名 コース名 課程
修業
年限

入学
定員

郵便番号 所在地 電話番号 設置者 指定年月日 備考

函館短期大学付設調理製菓専門学校 製菓衛生師科 昼間 2 40 042‐0942 函館市柏木町7‐25 0138‐53‐5572 （学）野又学園 平成元年3月17日

製菓総合科 昼間 2 80

通信課程製菓技術科２
年コース

通信 2・1 240

通信課程製菓技術科１
年コース

通信 1 80

製菓衛生師科（昼） 昼間 1 40

製菓技術専攻科（昼） 昼間 2 120

パティシエ専科（夜） 通信 1 40 平成26年4月1日

製菓・製パン・ショコ
ラ科

昼間 2 40 平成14年2月19日

パティシエ科通信課程 通信 1 80 平成23年10月23日

経専調理製菓専門学校 製菓パティシエ科 昼間 2 80 062‐0933 札幌市豊平区平岸3条2丁目4‐20 011‐823‐9636 （学）経専学園 平成15年12月25日

清尚学院高等学校 製菓衛生師科 昼間 3 27 041‐0813 函館市亀田本町5‐17 0138‐41‐6584 （学）清尚学院 平成20年11月13日

札幌観光ブライダル・製菓専門学校 製菓学科 昼間 2 40 060‐0042 札幌市中央区大通西9丁目3‐12 011‐272‐2833
（学）北海道安
達学園

平成21年2月18日

高度製菓衛生師科 昼間 2 39 平成16年4月12日

製菓衛生師科 昼間 1 39 平成20年8月1日

製菓衛生師科通信課程 通信 1 39 平成20年8月6日

パティシエ科 １年コー

ス
昼間 1 5

(入学定員)～R2.4.1 15

名

(入学定員)R2.4.1～　5

名

パティシエ科 ２年コー

ス
昼間 2 15

(入学定員)～R2.4.1　30

名

(入学定員)R2.4.1～　15

名

宮城調理製菓専門学校 上級製菓製パン科 昼間 2 80 981‐0917 仙台市青葉区葉山町 1‐10 022‐272‐3131 (学)勝山学園 平成15年3月19日
コース名変更(H31.4.1）
（旧）上級製菓技術科

ホテルパティシエ科 昼間 2 20 平成15年3月15日

製菓衛生師科（通信） 通信 1 80 平成15年3月15日

聖和学園短期大学
キャリア開発総合学科
製菓衛生師課程

昼間 1 40 981‐3213 仙台市泉区南中山5‐5‐2 022‐376‐3151 (学)聖和学園 平成16年4月2日

日本調理技術専門学校 製菓衛生師科 昼間 2 40 963‐0107 郡山市安積4‐229 024‐946‐8600 (学)永和学園 平成18年3月6日

国際ビューティー・ファッション・製
菓大学校

パティシエ学科 昼間 2 40 963‐8811 郡山市方八町2‐4‐21 024‐941‐6550
(学)学校法人国

際総合学園
平成30年3月6日

製菓衛生師学科 昼 1 40 平成4年12月17日

製菓製パン本科 昼 2 120 平成10年3月25日

桐生第一高等学校
普通科製菓衛生師コー
ス

昼 3 30 376‐0043 群馬県桐生市小曾根町1番５号 0277‐22‐8131 (学)桐丘学園 平成25年10月10日

アイ・エフ・シー製菓専門学校 製菓衛生師養成学科 昼 1 60 321‐0901 栃木県宇都宮市平出町3580‐3 028‐613‐6630 (学)三友学園 平成15年1月31日
令和3年3月31日に指定

取消予定

アイ・エフ・シー大学校 製菓衛生師科 昼 1 60 321‐0901 栃木県宇都宮市平出町3580‐3 028‐613‐6630 (学)三友学園 令和3年4月1日

アイ・エフ・シー大学校は、設置者
が別に運営する現在のアイ・エ
フ・シー調理師専門学校で令和3

年4月1日付けで校名変更予定

宇都宮文星短期大学
地域総合文化学科フー
ドフィールド製菓衛生
師ユニット

昼 2 30 320‐0058
栃木県宇都宮市上戸祭四丁目１４２番２
５

028‐625‐3737 (学)宇都宮学園 平成18年1月13日

パティシエ科 昼 2 40 326‐0822 栃木県足利市田中町９１４番 0120‐623109 (学)白百合学園 平成20年11月12日

調理製菓科 昼 2 40 326‐0822 栃木県足利市田中町９１４番 0120‐623109 (学)白百合学園 平成31年4月1日

製菓衛生師養成学科 昼 1 20 平成27年12月18日
Ｈ28.4.1～入学者に適

用

製菓衛生師科 通信 1 60 令和元年10月29日
令和元年12月1日～適

用

国際ＴＢＣ・調理パティシェ専門学校
パティシエ（製菓衛生師）学科

パティシェ（製菓衛生
師）学科

昼 2 40 323‐0821 栃木県小山市三峯１‐１０‐２１ 0285‐28‐0525
(学)ティビィ

シィ学院
平成28年2月17日

Ｈ28.4.1～入学者に適

用
H28.5.23 名称変更等届

出（H28.4.1～　旧：

国際ＴＢＣ調理パ
ティシェ専門学校パ
ティシェ（製菓衛生
師）学科）

製菓製パン衛生師学科 昼 1 40 平成14年5月21日

製菓製パン衛生師学科 通信 2 80 平成14年5月21日

茨城県古河市東１丁目５番２６号

027‐267‐1151

国際テクニカル調理製菓専門学校 320‐0811 栃木県宇都宮市大通4‐1‐19 028‐622‐3090
(学)ティビィ

シィ学院

379‐2121

■ 養成施設一覧　（製菓衛生師）

平成24年4月1日

東日本製菓技術専門学校 (学)山崎学園

平成10年12月24日

北海道

光塩学園調理製菓専門学校 （学）光塩学園札幌市中央区大通西14丁目1番地

仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校
(財)仙台キリス

ト教青年会
仙台市青葉区立町9‐7 022‐222‐7645宮城県

群馬県前橋市小屋原町１１４５の１

福島県

群馬県

茨城県

306‐0011 0280‐31‐7888晃陽看護栄養専門学校 (学)晃陽学園

札幌ベルエポック製菓調理専門学校 （学）滋慶学園

宮島学園北海道製菓専門学校 札幌市南区川沿1条1丁目3番82号 011‐578‐2525 （学）宮島学園

020‐0045

020‐0025

980‐0822

盛岡市盛岡駅西通2‐5‐15 019‐621‐2106

盛岡カレッジオブビジネス （学）龍澤学館盛岡市大沢川原３－１－１８ 019‐651‐5001

栃木県

足利製菓専門学校

岩手県

北日本ハイテクニカルクッキング
カレッジ

(財)北日本カ

レッジ

平成9年11月25日005‐0801

060‐0042

065‐0026

011‐221‐3355

北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-4 011‐712‐8666



都道府県
名

施設名 コース名 課程
修業
年限

入学
定員

郵便番号 所在地 電話番号 設置者 指定年月日 備考

製菓製パン学科 昼 1 40 平成15年3月27日

製菓製パン学科 通信 2 80 平成17年11月7日

製菓衛生師科 昼 1 80 平成20年2月20日

高度製菓技術学科 昼 2 80 平成20年2月20日

(学)晃陽学園茨城県牛久市ひたち野東１丁目14番８号

埼玉県熊谷市籠原南２丁目１６０番地

茨城県

300‐1207

360‐0847

埼玉県

埼玉県製菓専門学校 (学)今昌学園048‐531‐3411

つくば栄養医療調理製菓専門学校 029‐870‐5454

H28.7.15 名称変更等届

出（H27.4.1～　旧：

つくば栄養調理製菓
専門学校）



都道府県
名

施設名 コース名 課程
修業
年限

入学
定員

郵便番号 所在地 電話番号 設置者 指定年月日 備考

製菓衛生師科 昼 2 80 平成22年3月31日

製菓衛生師科 通信 1 72 平成24年4月1日

習志野調理師専門学校 製菓衛生師科 昼 1 25 275‐0016 千葉県習志野市津田沼３丁目６番３８号 047‐475‐3839 (学)植田学園 平成11年2月22日

ハッピースイーツ製菓専門学校 パティシエ科 昼 2 80 260‐0021 千葉県千葉市中央区新宿2丁目11番2号 0800‐800‐3281 （学）中村学園 平成26年3月11日

菓子専門課程 昼 2 220

通信教育課程 昼 2 120

専門課程製菓総合専門
士科

昼 2 80 昭和63年7月29日

高等課程製菓衛生師科 昼 3 40 令和元年11月12日 令和2年4月1日～適用

製菓衛生師科 夜 1.5 30 昭和63年7月29日 令和2年3月31日廃止

通信 2 100 平成9年10月21日

通信 1 200 令和元年6月18日
平成31年4月1日～適

用

国際パティシエ調理師専門学校 製菓衛生師科 昼 3 20 187‐0031 小平市小川東町５丁目２１番１４号 042‐344‐5880 (学)啓倫学園 平成16年2月23日

パティスリーメーティ
エ科

昼 2 32 平成14年3月5日

製菓衛生師学科 通信 2 48 平成21年3月31日

パティシエ科 昼 2 40 平成20年2月14日

製菓衛生師通信課程 通信 1 108 平成22年3月31日

町田製菓専門学校
製菓専門課程　製菓衛
生師科

昼 2 80 194‐0013 町田市原町田５丁目1番３号 042‐739‐4466 (学)榎本学園 平成18年2月3日

パティシエ科 昼 2 40

パティシエ科 通信 1 120

製菓総合本科 昼 2 40
Ｈ28.4.1～入学者に適

用

製菓衛生師科 昼 1 80
Ｈ28.4.1～入学者に適

用

目白大学短期大学部
製菓学科製菓衛生師
コース

昼 2 40 161‐0032 新宿区中落合四丁目31番1号 03‐5996‐3121 (学)目白大学 平成27年12月1日
Ｈ28.4.1～入学者に適

用

国際共立学園高等専修学校 製菓衛生師・調理師科 昼 2 32 116‐0013 荒川区西日暮里二丁目22番23号 03‐3803‐6696
学校法人国際共
立学園

令和2年1月23日

製菓製パン科２年制 昼 2 120

製菓製パン科１年制 昼 1 40

製菓製パン科夜間部1.５

年制
夜 1.5 40

製菓製パン科夜間部２
年制

夜 2 40

通信課程製菓製パン科
２年制

通信 2 180

通信課程製菓製パン科
１年制

通信 1 180

にいがた食育・保育専門学校
えぷろん

製菓技術科 昼 2 80 951‐8068
新潟市中央区上大川前通７番町１２３９
番地３

025‐222‐0545 (学)三星学園 平成11年8月18日

国際調理製菓専門学校
パティシエ学科製菓衛
生師科

昼 2 40 951‐8063 新潟市中央区古町通六番町９５３番１ 025‐210‐8805
(学)国際総合学

園
平成18年1月26日

製菓製パン技術科 昼 2 40 平成18年1月26日

製菓製パン科 通信 1.6 120 平成18年1月26日

製菓・製パン専攻学科 昼 2 40 平成14年8月20日

製菓製パン科（通信課
程）

通信 1 80 平成22年3月31日

山梨県 山梨学院短期大学
食物栄養科パティシエ
コース

昼 2 30 400‐0805 甲府市酒折二丁目４番５号 055‐224‐1400 (学)山梨学院 平成22年3月31日

松本調理師製菓師専門学校 製菓技術科 昼 2 40 390‐0863 松本市白板２丁目２番１０号 0263‐36‐2555 (学)外語学園 平成13年11月16日

専門学校　未来ビジネスカレッジ
パティシエ・ブーラン
ジェ学科

昼 2 40 390‐0841 松本市渚２丁目８番５号 0263‐26‐5500 (学)未来学舎 平成21年1月22日

衛生専門課程製菓技術
科

昼間 2 40

新潟県

山手調理製菓専門学校 渋谷区円山町２８番５号

平成29年3月24日(学)青池学園076‐491‐1177富山市新総曲輪四丁目4番5号

赤堀製菓専門学校 豊島区目白3丁目1番31号

神奈川県 国際フード製菓専門学校 横浜市西区北幸二丁目９番６号

長野県

富山県

シェフパティシエ専門学校

930‐0083

北陸食育フードカレッジ 新潟県長岡市福住１丁目５番２５号 0258‐32‐0288

048‐644‐9000

平成25年9月30日

昭和42年3月24日
(学)日本菓子学

園

171‐0031

千葉県

富山調理製菓専門学校

世田谷区上野毛２丁目２４番２１号

330‐0845

埼玉県

東京都

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

158‐0093

東京ベルエポック製菓調理専門学校 (学)滋慶学園03‐5878‐3393

(学)古屋学園180‐0004二葉製菓学校

(学)埼玉福祉学

園
埼玉県さいたま市大宮区仲町三丁目２５

番

国際製菓専門学校

通信課程

190‐0012 立川市曙町１丁目３２－１

134‐0088 江戸川区西葛西５丁目２番１１号

武蔵野市吉祥寺本町２丁目２３番８号 0422‐20‐4556

日本菓子専門学校 03‐3700‐2615

950‐0911
(学)エイシンカ

レッジ
新潟市中央区笹口二丁目９番地１号 025‐242‐0025

150‐0044

045‐313‐4411220‐0004

平成27年11月5日

940‐0034

03‐5456‐0777 (学)村川学園

平成11年9月9日

平成12年10月23日

0120‐09‐2251
(学)東京滋慶学

園

(学)誠心学園

042‐344‐5880 (学)啓倫学園

(学)北陸学園



都道府県
名

施設名 コース名 課程
修業
年限

入学
定員

郵便番号 所在地 電話番号 設置者 指定年月日 備考

製菓衛生師通信科 通信 1 100

製菓衛生師科 昼間 1 30 平成13年8月31日

製菓技術経営科 昼間 2 70 平成12年3月28日

製菓通信教育部 通信 2 40 平成30年2月22日

スーパースイーツ製菓専門学校
衛生専門課程パティシ
エ・ブーランジェ学科

昼間 2 80 920‐0919 金沢市南町６番１２号 076‐249‐8433
(学)国際ビジネ

ス学園
平成24年3月23日

大原医療福祉・製菓＆スポーツ
専門学校

衛生専門課程製菓学科 昼間 2 60 920‐0031 金沢市広岡1丁目1番15号 076‐221‐5757 （学）大原学園 平成26年3月6日

高等課程製菓科養成
コース

昼間 2 80 平成16年9月9日

製菓衛生師通信課程 通信 1 240 平成18年1月5日

専門課程（昼間課程） 昼間 1 20

専門課程（昼間課程） 昼間 2 40

製菓技術科 昼間 2 110 平成8年2月2日

製菓衛生師科 通信 1 330 平成14年7月1日

川口栄養料理学校 製菓科 昼間 1 30 424‐0826 静岡市清水区万世町2‐3‐18 054‐351‐1515 (個)川口政枝 平成10年3月11日

製菓衛生師科 昼間 2 80 平成11年2月22日

製菓通信科 通信 1 120 平成15年1月20日

沼津情報・ビジネス専門学校 製菓・製パン科 昼間 2 30 410‐0804 静岡県沼津市西条町17番１ 055‐961‐2555
(学)静岡理工科

大学
平成28年2月24日

製菓衛生師学科 昼間 1 36

製菓技術学科 昼間 2 80

製菓衛生師学科通信
コース

通信 2 160

製菓衛生師科 昼間 1 40

洋菓子技術マスター科 昼間 2 120

中部コンピュータ・パティシエ・保育
専門学校

パティシエ・ベーカ
リー科（２年制）

昼間 2 20 440‐0895 豊橋市花園町75 0532‐52‐2000 (学)利幸学園 平成15年1月31日

名古屋文化短期大学

生活文化学科第１部食
生活専攻 カフェ・製菓

クリエイトコース製菓
衛生師クラス

昼間 2 40 461‐0004 名古屋市東区葵1‐17‐8 052‐931‐7112 (学)山田学園 平成15年3月5日

修文大学短期大学部
生活文化学科製菓コー
ス

昼間 1.5 40 491‐0938 一宮市日光町6 0586‐45‐2101 (学)修文学院 平成15年3月13日

名古屋文理大学短期大学部 食物栄養学科製菓専攻 昼間 1.5 50 451‐0077 名古屋市西区笹塚町2‐1 052‐521‐2251 (学)滝川学園 平成16年10月21日

豊橋調理製菓専門学校 製菓衛生師本科 昼間 2 40 441‐8023 豊橋市八町通1‐22‐2 0532‐53‐2809 (学)昌和学園 平成19年9月5日

製菓衛生師科 昼間 2 40

洋菓子科 昼間 2 40

製菓製パン本科 昼間 2 80

製菓衛生師科 通信 1 480

製菓製パン総合学科 昼間 2 30 平成11年12月21日

製菓衛生師科（通信） 通信 1 180 平成9年9月25日

伊勢調理製菓専門学校 製菓衛生師科 昼間 1 70 516‐0009 伊勢市河崎1‐10‐47 0596‐24‐3432 (学)伊勢学園 平成12年9月25日

天谷調理製菓専門学校 製菓技術科 昼間 1 30 910‐1142
吉田郡永平寺町松岡兼定島34字命保水3‐

10
0776‐61‐0233 （学）天谷学園 平成18年1月26日

福井製菓専門学校 製菓衛生師科 昼間 2 20 910‐0003 福井市松本３－２１－２０ 0776‐21‐0606 （学）新和学園 平成24年12月27日

衛生専門課程
製菓衛生師科

昼間 1 15

衛生専門課程
製菓衛生師科

昼間 2 20

滋賀短期大学
生活学科
製菓・製パンコース

昼間 2 35 520‐0803 大津市竜が丘２４－４ 077‐524‐3605
（学）純美禮学
園

平成17年3月7日

綾羽高等学校 普通科製菓コース 昼間 3 40 525‐0025 草津市西渋川１－１８－１ 077‐563‐3435
（学）綾羽育英
会

平成20年1月22日

滋賀県

名古屋製菓専門学校

名古屋ユマニテク調理製菓専門学校

ユマニテク調理製菓専門学校

三重県

福井県

大原スポーツ医療保育福祉専門学校福
井校

愛知県

知立市池端1‐8 0566‐81‐2171

名古屋市中村区亀島2丁目6番10号

平成25年10月29日0776‐21‐0001

中部製菓専門学校

460‐0007

472‐0025

453‐0013

四日市市浜田町13‐29510‐0067

石川県

国際製菓技術専門学校 (学)東洋学園名古屋市中区古渡町14‐26 052‐323‐0080

岐阜県

中央調理製菓専門学校静岡校 (学)鈴木学園

金沢製菓調理専門学校 (学)北川学園

静岡県

浜松調理菓子専門学校 (個)古田博彦432-8013 浜松市中区広沢1-2-2 053-452-0025

420‐0859

東海調理製菓専門学校

静岡市葵区栄町5‐16 054‐251‐0654

460‐0025

430‐0928 浜松市中区板屋町101‐11

城南高等専修学校

平成29年3月24日(学)青池学園076‐491‐1177富山市新総曲輪四丁目4番5号富山県 930‐0083

(学)石井学園岐阜市細畑1‐10‐14 058‐240‐3337500‐8238

富山調理製菓専門学校

920‐0865 金沢市長町2‐5‐30

名古屋市中区新栄1‐2‐25

910‐0005 福井市大手２－９－１

平成20年3月28日

076‐262‐7455

052‐265‐0509

059‐353‐4311

(学)中西学園

平成19年12月6日

(学)大橋学園052‐459‐5670 平成22年3月23日

(学)みえ大橋学

園

平成9年11月25日

(学)山本学園

(学)ミズモト学

園
053‐413‐2005

平成29年12月18日

（学）大原学園



都道府県
名

施設名 コース名 課程
修業
年限

入学
定員

郵便番号 所在地 電話番号 設置者 指定年月日 備考

衛生専門課程（昼間1

年）
昼間 1 60 平成30年1月22日

衛生専門課程（昼間2

年）
昼間 2 180 平成30年1月22日

衛生高等課程
（夜間1.5年）

夜間 1.5 30 平成30年1月22日

通信課程　製菓衛生師
科　　1年コース

通信 1 440 平成30年1月22日

通信課程　製菓衛生師
科　　2年コース

通信 2 120 平成30年1月22日

池坊短期大学
環境文化学科
製菓クリエイトコース

昼間 2 40 600‐8491 京都市下京区室町四条下る鶏鉾町４９１ 075‐351‐8595 （学）池坊学園 平成20年2月12日

大阪緑涼高等学校
調理製菓科製菓衛生師
コース

昼間 3 40 藤井寺市春日丘3‐8‐1 072‐955‐0718 （学）　谷岡学園 平成30年3月20日

大阪青山大学短期大学部
調理製菓学科製菓コー
ス

昼間 2 30 562‐0005 箕面市新稲２－１１－１ 072‐722‐4165
（学）大阪青山
学園

平成14年10月3日

製菓パティシエ科
（昼間1年）

昼間 1 40 平成24年11月30日

製菓マイスター科
（昼間2年）

昼間 2 80 平成24年11月30日

通信課程２年制 2 120 平成31年3月13日

製菓衛生師本科 昼間 1 144 昭和59年3月31日

製菓技術マネジメント
学科

昼間 2 360 平成20年9月19日

製菓衛生師科
(昼間1年）

昼間 1 160 平成10年3月11日

製菓総合本科
(昼間2年）

昼間 2 80 平成22年8月19日

衛生専門課程製菓学科 昼間 1 40 平成18年11月6日
H31.4.1～生徒の募集

停止

衛生専門課程製菓専門
学科（昼間2年）

昼間 2 30 平成18年11月6日
H31.4.1～生徒の募集

停止

衛生専門課程製菓専門
学科（夜間2年）

夜間 2 40 平成18年11月6日
H31.4.1～生徒の募集

停止

大阪夕陽丘学園短期大学
キャリア創造学科
製菓クリエイトコース

昼間 2 40 543‐0071 大阪市天王寺区生玉寺町７－７２ 06‐6771‐5183
（学）大阪夕陽
丘学園

平成20年9月1日

製菓衛生師科
(昼間1年）

昼間 1 80 平成24年3月22日

製菓総合本科
(昼間2年）

昼間 2 80 平成24年3月22日

～R2.3.31 入学定員40

名

R2.4.1～ 入学定員80名

製菓学科
(昼間1年）

昼間 1 32

製菓学科
(昼間2年）

昼間 2 32

大阪成蹊短期大学
調理・製菓学科
専門課程昼間部

昼間 2 40 533‐0007 大阪市東淀川区相川３－１０－６２ 06‐6829‐2538
（学）大阪成蹊
学園

平成28年3月14日
Ｈ28.4.1～入学者に適

用

東大阪大学短期大学部
実践食物学科製菓衛生
師コース

昼間 2 30 577‐0044 東大阪市西堤学園町3丁1番1号 06‐6782‐2824 （学）村上学園 平成29年3月14日

羽衣国際大学
人間生活学部人間生活
学科食クリエイトコー
ス

昼間 4 25 592‐8344 堺市西区浜寺南町1丁89番地1 072‐265‐7000 （学）羽衣学園 平成29年3月21日

製菓衛生師科（昼間1

年）
昼間 1 40 昭和44年1月7日

製菓衛生師科（夜間2

年）
夜間 2 40 昭和44年1月7日

園田学園女子大学短期大学部
生活文化学科製菓クリ
エイトコース
製菓衛生師養成課程

昼間 2 40 661‐0012 尼崎市南塚口町７－２９－１ 06‐6429‐1201 （学）園田学園 平成13年12月14日

製菓技術科（昼間1年） 昼間 1 40 平成8年7月2日

製菓技術科（昼間2年） 昼間 2 40 平成19年11月12日

製菓衛生師科 昼間 1 40 昭和60年3月16日

製菓スペシャリスト本
科

昼間 2 80 平成19年8月24日

神戸第一高等学校
家庭科
製菓衛生師コース

昼間 3 40 651‐0058 神戸市中央区葺合町寺ヶ谷１ 078‐242‐4811
（学）スバルが
丘学園

平成16年2月17日

製菓衛生師科 昼間 1 40 平成14年11月20日

製菓本科 昼間 2 120 平成14年11月20日

奈良調理製菓専門学校 製菓衛生師高等課程 昼間 1 40 632‐0005 天理市楢町５４３－１ 0743‐65‐0116 （学）吉住学園 平成7年3月1日

奈良県立磯城野高等学校
フードデザイン科
パティシエコース

昼間 3 20 636‐0300 磯城郡田原本町２５８ 0744‐32‐2281 奈良県 平成19年3月27日

衛生関係専門課程
製菓学科（昼間1年）

昼間 1 32 平成25年3月1日

京都府

0725‐45‐6000

兵庫栄養調理製菓専門学校

大阪調理製菓専門学校ecole UMEDA

大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌

大阪調理製菓専門学校

日本調理製菓専門学校

和歌山県

奈良県

06‐6624‐1101

078‐221‐8010

06‐6130‐7411

関西健康・製菓専門学校
（学）大阪学院
大学

大阪市北区天神橋２－１－２ 06‐6356‐5000

（学）兵庫栄養
専門学校

西宮市北昭和町９－３２ 0798‐66‐1981

平成26年1月27日

（学）みかしほ
学園

（学）大原学園

078‐335‐1815

大原医療福祉製菓専門学校梅田校

（学）村川学園

和歌山市黒田８８－１

075‐812‐0191616‐8083 京都市右京区太秦安井西沢町４番５

兵庫県

073‐475‐8011

姫路市豊沢町８１番地 079‐226‐2166

神戸国際調理製菓専門学校

大阪市北区西天満１－３－１７ 06‐6367‐1261

神戸製菓専門学校

大阪市北区曽根崎新地１－１－４

辻学園調理・製菓専門学校 530‐0047 （学）三幸学園

（学）育成学園

545‐0053

06‐6341‐5700

神戸市中央区栄町通３－５－１

（学）大原学園

530‐0041

530‐0002

530‐0051

大阪市阿倍野区松崎町３－９－２３

（学）村川学園

大阪市北区太融寺町２－１４

595‐0023

662‐0833

670‐0964

（学）大和学園

650‐0023

泉大津市東豊中町３－１－１５

京都製菓製パン技術専門学校

辻製菓専門学校
（学）辻料理学
館

650‐0001

640‐8341

（学）神戸慈慶
学園

神戸市中央区加納町２－５－１



都道府県
名

施設名 コース名 課程
修業
年限

入学
定員

郵便番号 所在地 電話番号 設置者 指定年月日 備考

衛生関係専門課程
製菓学科（昼間2年）

昼間 2 32 平成25年3月1日

昼間 1 40 平成16年3月4日

通信 1 40 平成28年3月8日
Ｈ28.4.1～入学者に適

用

専門学校岡山ビジネスカレッジ パティシエ学科 昼間 2 30 700‐0825 岡山県岡山市北区田町一丁目１番９号 086‐223‐2340 (学)貝畑学園 平成17年9月13日

R2.5.8 名称変更等届出

（R2.4.1～　旧：専門学

校岡山ビジネスカレッジ
製菓学科）

調理製菓専門課程 ス

イーツ科
昼間 1 80 平成14年2月4日

調理製菓専門課程 パ

ティシエ・ブランジェ
科

昼間 2 40 平成18年3月10日

おかやま山陽高等学校 製菓科 昼間 3 40 719‐0252 浅口市鴨方町六条院中2069 0865‐44‐3100
(学)第一原田学

園
平成21年12月9日

衛生専門課程パティシ
エ・ベーカリー学科

昼間 2 30 平成20年3月12日

衛生高等課程
製菓学科

昼間 1 30 平成20年3月12日

製菓衛生師養成通信課
程
製菓通信学科

通信 2 90 平成28年2月9日
Ｈ28.4.1～入学者に適

用

広島ビジネス専門学校 製菓衛生学科 昼間 2 30 730‐0042 広島市中区国泰寺町2丁目5番23号

082‐245‐3900

(学)上野学園 平成12年8月18日

製菓衛生師科 昼間 2 40 平成19年3月2日

通信課程 製菓衛生師科 通信 1 80 平成25年4月11日

広島製菓専門学校 洋菓子科 昼間 2 70 730‐0812 広島市中区加古町1‐19 082‐248‐8777 (学)古沢学園 平成11年12月21日

山口県 山口調理製菓専門学校 製菓衛生師科 昼間 1 40 754‐0021 山口市小郡黄金町9‐8 083‐974‐1415 (学)本田学園 平成16年3月11日

徳島県 専門学校徳島穴吹ｶﾚｯｼﾞ ﾊﾟﾃｨｼｴ･ﾍﾞｰｶﾘｰ学科 昼間 2 30 770‐0852 徳島市徳島町2丁目20番地 088‐653‐3155 (学)穴吹学園 平成22年3月15日

～R2.3.31 （施設名）専門学

校穴吹調理ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞｭｰﾃｨｶ
ﾚｯｼﾞ
R2.4.1～専門学校徳島穴吹ｶ

ﾚｯｼﾞ

香川県 専門学校穴吹ﾊﾟﾃｨｼｴ福祉ｶﾚｯｼﾞ
衛生専門課程
ﾊﾟﾃｨｼｴ・ﾍﾞｰｶﾘｰ学科

昼間 2 35 760‐0021 高松市西の丸町14‐10 087‐823‐5566 (学)穴吹学園 平成22年3月26日
平成31年３月31日～適
用

製菓衛生師課程 昼間 1 40 平成7年2月3日

製菓衛生師専門課程 昼間 2 40 平成20年2月7日

製菓・製パン科 通信 1 40 平成26年4月9日

ﾊﾟﾃｨｼｴ・ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ科 昼間 2 40 平成20年3月26日

パティシエブランジェ通信
科

通信 1 40 平成29年12月12日

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
ｽｲｰﾂ･ｶﾌｪｺｰｽ

昼間 2 20 平成20年12月18日

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
ｽｲｰﾂ･ｶﾌｪｺｰｽ

通信 1 40 平成25年11月29日

高知情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ&ﾌｰﾄﾞ専門学校 製菓製パン学科 昼間 2 40 780‐0056 高知市北本町1‐12‐6 088‐825‐0077 (学)龍馬学園 平成19年12月25日

H28.3.24 名称変更等届

出（H28.4.1～　旧：

高知情報ビジネス専
門学校製菓製パン学
科）

製菓衛生課　昼間部・
高等課程

昼間 1 5
Ｈ28.4.1～入学者に適

用

製菓衛生課　昼間部・
専門課程

昼間 1 35

折尾愛真高等学校
商業科製菓衛生師コー
ス

昼間 3 40 807‐0861 北九州市八幡西区堀川町12番10号 093‐602‐2100
(学)折尾愛真学

園
平成17年11月9日

製菓・医療九州ビジネス専門学校 製菓衛生師科 昼間 2 40 803‐0811 北九州市小倉北区大門2丁目2‐16 093‐561‐6162 (学)愛知学園 平成18年6月15日

北九州調理製菓専門学校 製菓衛生師科 昼間 1 40 802‐0001 北九州市小倉北区浅野2丁目18番28号 093‐522‐1415 (学)本田学園 平成21年1月30日

中村調理製菓専門学校
調理専門課程製菓衛生
師科

昼間 1 40 810‐0014 福岡市中央区平尾2‐1‐21 092‐523‐0411
(学)中村専修学

園
平成15年10月1日

精華女子高等学校 普通科製菓コース 昼間 3 38 812‐0018 福岡市博多区住吉4丁目19番1号 092‐431‐1434 (学)精華学園 平成18年9月26日

飯塚高等学校 総合学科製菓コース 昼間 3 40 820‐0003 飯塚市立岩1224 0948‐22‐6571 (学)嶋田学園 平成17年1月28日

製菓衛生師本科衛生一
般課程及び衛生専門課
程

昼間 1 80 平成18年8月22日

製菓衛生師専修科衛生
専門課程

昼間 2 120 平成20年5月26日

麻生外語観光&製菓専門学校 製菓パティシェ科 昼間 2 60 812‐0016 福岡市博多区博多駅南1丁目13番16号 092‐415‐2373 (学)麻生塾 平成20年9月12日

パティシエ科 昼間 1 40 昭和42年4月12日

パティシエ科 夜間 1.5 40 昭和42年4月12日

福岡県

(学)原田学園広島市西区福島町2‐4‐1

(学)永原学園

今治明徳短期大学
(学)今治明徳学

園

平岡調理・製菓専門学校

河原パティシエ・医療・観光専門学校

愛媛県

西九州大学佐賀調理製菓専門学校

780‐0985

佐賀市多布施2丁目7‐44 0952‐22‐2001佐賀県

高知県

838‐0115

ＲＫＣ調理製菓専門学校 088‐822‐8234

0942‐72‐8881

(学)三谷学園

(学)平岡学園小郡市大保1452番地1号

840‐0842

松山市湊町3‐5‐1790‐0012

松山市勝山町一丁目１番地５

086‐233‐8822

今治市矢田甲688

089‐943‐7151

岡山市北区大供3‐2‐18

穴吹調理製菓専門学校 福山市東町2丁目2番24号
084‐924‐3838

愛媛調理製菓専門学校

広島酔心調理製菓専門学校

広島県

島根県

岡山県

山校
和歌山県

平成28年3月30日

製菓衛生師科 松江市伊勢宮町520‐8 0852‐21‐3018 (学)タブチ学園松江栄養調理製菓専門学校

西日本調理製菓専門学校 (学)本山学園

高知市南久万58番地１

089‐987‐7577

（学）大原学園和歌山市黒田８８ １ 073‐475‐8011640‐8341

690‐0006

700‐0913

720‐0052

733‐0024

790‐0878

794‐0073

(学)河原学園

0898‐22‐7279

(学)愛媛学園

082‐231‐8700

(学)穴吹学園



都道府県
名

施設名 コース名 課程
修業
年限

入学
定員

郵便番号 所在地 電話番号 設置者 指定年月日 備考

製菓専攻科 昼間 2 30 平成16年9月17日

製菓技術科 夜間 1.5 30 平成16年9月17日

製菓技術科通信コース 通信 1 30 平成18年12月20日

長崎短期大学
地域共生学科製菓コー
ス

昼間 2 20 858‐0925 佐世保市椎木町600 0956‐47‐5566
(学)九州文化学

園
平成14年2月4日

～R2.3.31 食物科製菓コース

R2.4.1～ 地域共生学科製菓

コース

向陽高等学校 パティシエ科 昼間 3 40 856‐0825 大村市西三城町16番地 0957‐53‐1110 (学）向陽学園 平成19年10月5日

熊本県 シェフパティシエ学院 パティシエ科 昼間 1 40 860‐0815 熊本市中央区春竹町481 096‐364‐5203 (学)常盤学園 平成18年10月11日
R1.4.1 名称変更等届出

（旧：専修学校常盤学院パ
ティシエ科）

製菓製パン学科 昼間 平成1年3月29日

製菓衛生師学科 昼間 平成1年3月29日

製菓衛生師学科 夜間 1.5 40 平成1年3月29日

製菓技術学科 通信 1 120 平成11年9月9日

昭和学園高等学校
普通科製菓衛生師コー
ス

昼間 3 35 877‐0000 日田市大字渡理14番地 0973‐22‐7420
(学)岩尾昭和学

園
平成19年10月5日

宮崎調理製菓専門学校 パティシエ科 昼間 1 40 880‐0951 宮崎市大塚町地蔵田4678番 0985‐51‐1911 (学)平成学園 平成19年3月19日

日章学園高等学校 パティシエ科 昼間 3 40 880‐0125 宮崎市大字広原836番 0985‐39‐1321 (学)日章学園 平成19年3月19日

パティシエ科 昼間 1 40 平成12年10月20日

パティシエ科通信課程 通信 1 80 平成12年10月20日

鹿児島城西高等学校
普通科パティシエコー
ス

昼間 3 40 899‐2506 日置市伊集院町清藤1938番地 099‐273‐1234 (学)日章学園 平成19年3月19日

神村学園高等部
調理科パティシエコー
ス

昼間 3 20 896‐0000 いちき串木野市別府4460番地 0996‐32‐3232 (学)神村学園 平成21年1月6日

R2.3.31 名称変更等
届出（旧：神村学園
高等部普通科調理・
製菓コース製菓専
攻）

琉球調理師専修学校 製菓衛生師科 昼間 1 80 901‐2126 浦添市宮城5丁目2‐3 098‐877‐4980 (学)みのり学園 平成19年11月27日

衛生専門課程製菓衛生
師科

昼間 1 35 平成22年12月15日

衛生高等課程製菓衛生
師科

昼間 1 35 平成22年12月15日

SOLA沖縄保健医療工学院
パティシエ・ブーラン
ジェ学科

昼間 2 40 901‐2223 宜野湾市大山7‐9‐8 098‐898‐0701
（学）SOLA沖縄

学園
平成27年3月24日

大分県

長崎県

智泉福祉製菓専門学校

2 80

(学)後藤学園大分市荏隈字中島1143 097‐549‐7456

(学)川島学園長崎市弁天町5‐5 095‐827‐8800

専門学校大育 (学)石川学園那覇市大道88番地の5 098‐885‐5330沖縄県

852‐8002

870‐0889

宮崎県

鹿児島県

今村学園ライセンスアカデミー (学)今村学園鹿児島市新屋敷町2‐10 099‐225‐3300

エコール・ド・パティスリー長崎

902‐0066

892‐0838


