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都道府県 教習所名 住所 都道府県 教習所名 住所

 KANTOモータースクール溝ノ⼝校 川崎市⾼津区末⻑3-5-3
花壇⾃動⾞学校 仙台市⻘葉区花壇8-7 向ヶ丘⾃動⾞学校 川崎市宮前区菅⽣4-6-1
仙台⾚⾨⾃動⾞学校 仙台市⻘葉区川内川前丁61 橋本⾃動⾞学校 相模原市緑区橋本台1-14-25
仙台北⾃動⾞学校 仙台市泉区松森字台93-25 湘南台⾃動⾞学校 藤沢市⽯川6-18-1
奥⽻⾃動⾞学校 仙台市泉区⼋⼄⼥中央3-5-1 三共⾃動⾞学校 藤沢市本藤沢1-11-23
泉⾃動⾞学校 仙台市泉区実沢字新坂沢1 藤沢⾼等⾃動⾞学校 藤沢市⼟棚800
富⾕⾃動⾞学校 富⾕市三の関膳部沢上11-3  KANTOモータースクール川崎校 川崎市川崎区駅前本町25-4
仙台⾃動⾞学校 仙台市太⽩区⼤野⽥字⼟⼿前7-1  コヤマドライビングスクール横浜校 横浜市港北区⼤曽根2-48-13
東部⾃動⾞学校 仙台市宮城野区福住町16-44 ⽇吉⾃動⾞学校 横浜市港北区⽇吉6-13-3
利府⾃動⾞学校 宮城郡利府町森郷字⼀⾥塚1  KANTOモータースクール横浜⻄⼝校 横浜市⻄区南軽井沢62-1

 マツキドライビングスクール⼭形中央校 ⼭形市⼤字漆⼭字北志⽥3385-1 横浜⾃動⾞学校 横浜市⼾塚区上倉⽥町230
⼭貴ドライビングカレッジ 天童市⽯⿃居1-1-80 京急上⼤岡⾃動⾞学校 横浜市港南区港南2-12-1
のーきれん⾃動⾞学校 ⼭形市成沢⻄3-1-62 荒井⾃動⾞学校花⽔校 平塚市⻑持310
寒河江⾃動⾞学校 寒河江市寒河江字久保1 横須賀ドライビングスクール 横須賀市⾈倉1-16-1

 マツキドライビングスクール太陽校 ⼭形市⼗⽂字字韮窪北347-1 静岡県⾃動⾞学校沼津校 沼津市東椎路419-1
 マツキドライビングスクール村⼭校 村⼭市擶⼭字⾦⾕原3073 静岡県⾃動⾞学校静岡校 静岡市葵区宮前町71-1

出⽻⾃動⾞教習所 酒⽥市豊⾥下⻄割22 静岡県⾃動⾞学校浜松校 浜松市和地⼭2-38-1
⽶沢ドライビングスクール ⽶沢市花沢町3044-1  マジオドライバーズスクール藤枝校 藤枝市内瀬⼾115-2

 マツキドライビングスクール⽶沢松岬校 ⽶沢市⼤字花沢3356-5 古庄⾃動⾞学校 静岡市葵区古庄3-11-15
 マツキドライビングスクール⾚湯校 南陽市宮内68 上池⾃動⾞学校 浜松市中区城北1-19-8

⼭形最上ドライビングスクール 新庄市⼤字泉⽥字下村⻄19-1 遠鉄⾃動⾞学校 浜松校 浜松市東区⼩池町1552
東亜⾃動⾞学校 福島市松川町浅川字御荷ヶ沢5 遠鉄⾃動⾞学校 磐⽥校 磐⽥市⾒付5015
杉妻⾃動⾞学校 福島市清⽔町字東壇9 三重⾼等⾃動⾞学校 津市⼀⾝⽥中野192-1

 マツキドライビングスクール福島飯坂校 福島市飯坂町湯野字洞下1 津ドライビングスクール 津市博多町3-15
本宮⾃動⾞学校 安達郡⼤⽟村⼤⼭字狐森18 松阪⾃動⾞学校 松阪市松ケ島町１２番地
福島⾃動⾞学校 福島市町庭坂字原中2-51 北勢⾃動⾞学校 桑名市安永992
北部⽇本⾃動⾞学校 伊達市原島95 松和⾃動⾞学校 松阪市⼤⼝町1624-1
富久⼭⾃動⾞学校 郡⼭市富久⼭町福原字⽔⽳1 城北⾃動⾞学校（名古屋） 名古屋市北区⾦城1-1-18
保原⾃動⾞学校 伊達市保原町字泉町65 中京⾃動⾞学校 名古屋市⻄区⼭⽥町上⼩⽥井字東古川3101
中央⾃動⾞学校（岩⼿） 盛岡市⻄⻘⼭2-31-11 茶屋坂⾃動⾞学校 名古屋市千種区⾹流橋1-2-3
盛岡⾃動⾞学校 盛岡市稲荷町3-9 中部⽇本⾃動⾞学校 名古屋市昭和区⼋事富⼠⾒1737
STモータースクール 滝沢市巣⼦169-3 東海⾃動⾞学校 名古屋市緑区鳴海町上汐⽥211
STモータースクール南校 盛岡市津志⽥27-18 緑ヶ丘⾃動⾞学校 名古屋市緑区⼤⾼町字殿⼭31-12
盛岡南ドライビングスクール 盛岡市本宮字林崎1-1 名鉄⾃動⾞学校 名古屋市緑区鳴海町字⽂⽊90
岩⼿⾃動⾞学校 盛岡市⾼崩2-5 知多⾃動⾞学校 半⽥市柊町2-13-3
秋⽥モータースクール 秋⽥市茨島4-3-36 三好⾃動⾞学校 みよし市三好町森曽55
太平⾃動⾞学校 秋⽥市寺内字⾼野313-3 豊⽥⾃動⾞学校 豊⽥市前⼭町1-26

⻘森県 三ツ⽮⾃動⾞学校 弘前市⼤字⽯渡1-23-1 知⽴⾃動⾞学校 知⽴市⼭屋敷町⾒社11
新潟関屋⾃動⾞学校 新潟市中央区関屋浜松町22 コアラドライブ 安城 安城市北⼭崎町北浦50
新潟⽂化⾃動⾞学校 新潟市⻄区⻘⼭１-1-41  享成⾃動⾞学校（岡崎校） 岡崎市井⽥町字茨坪34
東新潟⾃動⾞学校 新潟市東区⼭⽊⼾3-9-1  享成⾃動⾞学校桜町校（⻄尾校） ⻄尾市⽶津町荒⼦24
⽩根中央⾃動⾞学校 新潟市南区上下諏訪⽊字論地1107 豊橋綜合⾃動⾞学校 豊橋市藤並町字藤並85-3
⽔原⾃動⾞学校 阿賀野市下条20-4 ユタカ⾃動⾞学校　　 豊橋市中野町字平北80
新津⾃動⾞学校 秋葉区⼭⾕町2-15-29 ユタカ豊川⾃動⾞学校 豊川市上野1-13
豊栄⾃動⾞学校 豊栄市葛塚808-1 江南⾃動⾞学校 江南市江森町南1-1
新発⽥⾃動⾞学校 新発⽥市富塚町2-2-32 ⼤治⾃動⾞学校 海部郡⼤治町⼤字⼋ツ屋字堤添30
中条⾃動⾞学校 胎内市⾼野字茨島249-6 那加⾃動⾞学校 各務原市那加⻄那加町28
六⽇町⾃動⾞学校 南⿂沼市四⼗⽇3056 ⼤原⾃動⾞学校 多治⾒市幸町7-29-1
柿崎⾃動⾞学校 上越市柿崎区直海浜1567-50  マジオドライバーズスクール⼤垣校 ⼤垣市世安町3-16
五泉中央⾃動⾞学校 五泉市五泉2468-2 北⽅⾃動⾞学校 本巣市三橋1100
⻑野⾃動⾞学校 ⻑野市差出南3-1-1 富⼭県中央⾃動⾞学校 富⼭市婦中町⽥島1122
⻑野中央⾃動⾞学校 ⻑野市⼤字北堀651 富⼭中部⾃動⾞学校 富⼭市町村59
ドリームモータースクール昭和 ⻑野市川中島町原639 ⾼新⾃動⾞学校 ⾼岡市能町1789
ドリームモータースクール須坂 須坂市墨板南2-16-1 南砺⾃動⾞学校 南砺市⾼宮6480
真⽥⾃動⾞学校 上⽥市⼤字秋和８６ 太陽⾃動⾞学校 かほく市七窪ヲ3番地
上⽥⾃動⾞学校 上⽥市天神3-10-43 北鉄⾃動⾞学校 野々市市蓮花寺町230

栃⽊県 宇都宮清原⾃動⾞学校 宇都宮市鐺⼭町1067-1 AOIドライビングスクール福井校 福井市つくし野1-1001
茨城県 昭和⾃動⾞教習所 ⽔⼾市千波町1987 AOIドライビングスクール勝⼭校 勝⼭市上⾼島10-1-1
⼭梨県 きょうなん⾃動⾞学校 南巨摩郡富⼠川町最勝寺1538 AOIドライビングスクール敦賀校 敦賀市⾦⼭町28-1

⾶⿃ドライビングカレッジ⽇野 ⽇野市旭が丘1-1-2 ⽉の輪⾃動⾞教習所 ⼤津市⽉ノ輪1-6-1
新東京⾃動⾞教習所 ⼩平市⼩川町1-2364 アヤハ⾃動⾞教習所 栗東市⼩柿8-1-9
⼩⾦井⾃動⾞学校 ⼩⾦井市中町4-3-15 アヤハ⾃動⾞教習所　⽔⼝校 甲賀市⽔⼝町⽔⼝1593-1
調布⾃動⾞学校 調布市菊野台1-34-1 彦根⾃動⾞学校 彦根市岡町180

 コヤマドライビングスクール⽯神井校 練⾺区⾕原1-4-4 ⻑浜⾃動⾞学校 ⻑浜市加⽥町950
 コヤマドライビングスクール秋津校 東村⼭市秋津町3-15-18 うずまさ⾃動⾞教習所 京都市右京区常盤東ノ町26

⾜⽴⾃動⾞学校 ⾜⽴区東六⽉町3-1 ⼭科⾃動⾞教習所　 京都市伏⾒区⽇野奥出56
葛⻄橋⾃動⾞教習所 江⼾川区⻄葛⻄2-16-11 ⼤久保⾃動⾞教習所 宇治市⼤久保町北ノ⼭20
京成ドライビングスクール 葛飾区⾼砂5-54-10 豊中⾃動⾞教習所 豊中市⽟井町4-2-5

 コヤマドライビングスクール⼆⼦⽟川校 世⽥⾕区⽟川3-4-1 ⾼槻⾃動⾞教習所 ⾼槻市⽇向町1-3
 コヤマドライビングスクール成城校 世⽥⾕区岡本3-40-2 住の江ドライビングスクール ⼤阪市住之江区柴⾕1-2-38

ところざわ⾃動⾞学校 所沢市東狭⼭ヶ丘2-879-5 ⼋尾⾃動⾞教習所 ⼋尾市⾼安町南7-21
東園⾃動⾞教習所 新座市堀ノ内2-1-48 藤井寺⾃動⾞教習所 藤井寺市⼩⼭2-13-1
レインボーモータースクール 和光市下新倉5-27-1 阪和鳳⾃動⾞学校 堺市⻄区鶴⽥30-1
セイコーモータースクール 富⼠⾒市上沢3-7-61 いずみさの⾃動⾞教習所 泉佐野市新安松2-6-22
東武かすみ⾃動⾞教習所 川越市霞ヶ関東2-5-1 奈良県 奈良交通⾃動⾞教習所 ⼤和郡⼭市井⼾野町385
鶴ヶ島⾃動⾞教習所 鶴ヶ島市⼤字⾼倉1249 和歌⼭県 ドライビング・スクールかいなん 海南市且来1382-1
坂⼾⾃動⾞教習所 坂⼾市溝端町1-3-209 阪神⾃動⾞学院 伊丹市池尻7-193
川越⾃動⾞学校 川越市野⽥町2-20-50 尼崎ドライブスクール 尼崎市北初島町13
久喜⾃動⾞学校 久喜市東6-4-44 くいせ⾃動⾞学校 尼崎市杭瀬北新町3-2-3
埼北⾃動⾞学校 加須市花崎北1-21-1  ポートアイランドドライビングスクール 神⼾市中央区港島1-1-6
⼤宮⾃動⾞教習所 さいたま市⾒沼区新右エ⾨新⽥111 Mランド丹波ささ⼭校 丹波篠⼭市池上569
埼⽟とだ⾃動⾞学校 ⼾⽥市新曽20 ⻄神⾃動⾞学院 神⼾市⻄区⽟津町⾼津橋11-1
松⼾中央⾃動⾞学校 松⼾市根⽊内681-1 ⼟⼭⾃動⾞学院 加古郡稲美町六分⼀1181
国府台⾃動⾞学校 市川市中国分3-16-1 はりま⾃動⾞教習所 ⾼砂市春⽇野町2-60
津⽥沼⾃動⾞教習所 船橋市前原東3-11-1
稲⽑⾃動⾞教習所 千葉市稲⽑区稲⽑町5-31-1 　　　　　
京葉⾃動⾞教習所 千葉市稲⽑区⻑沼町341
市川⾃動⾞教習所 船橋市藤原1-35-1
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