
札幌国際日本語学院 札幌市中央区南6条西26-2-7

日本福祉学院 札幌市豊平区月寒西2条5-1-2

東川日本語学校 上川郡東川町北町1-1-1

北海道アスクゲート日本語学校 札幌本校 札幌市豊平区豊平3条3-1-24

北海道HSL日本語学校 恵庭市戸磯201-15

北海道ハイテクノロジー専門学校 恵庭市恵み野北2-12-1

上野法律ビジネス専門学校 盛岡市材木町12-15

青葉外国語学院 仙台市青葉区八幡2-16-25

環球日本語学習院 仙台市青葉区土樋1-1-15

仙台国際日本語学校 仙台市青葉区花京院1-3-1

東北多文化アカデミー 仙台市青葉区米ヶ袋1-1-14

東洋国際文化アカデミー 仙台市青葉区宮町1-4-18

未来の杜学園 日本語科 仙台市青葉区中央4-3-12

福島医療専門学校 日本語学科 郡山市並木3-3-21

京進ランゲージアカデミー 水戸校 水戸市城南1-5-41

国際アカデミー日本語学院 取手校 取手市白山3-2-29

常南国際学院 つくば市榎戸433-2

つくば外語学院 土浦市中央1-1-26

つくばスマイル 取手市戸頭1142-1

東海学院文化教養専門学校 取手市井野台1-22-14

利根国際学院 北相馬郡利根町布川字下柳宿3563-11

日立さくら日本語学校 日立市鹿島町1-7-6

みらい日本語学校 水戸市元吉田町1029-7　

足利コミュニティーカレッジ 足利市家富町2330

アティスインターナショナルアカデミー 宇都宮市東宿郷1-4-7

小山国際日本語学校 小山市城山町 2-5-5

開倫塾日本語学校 足利市旭町847-12

好学院 栃木市大町1-15

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 小山市三峯1-10-21

ジャパン･スクール･オブ･ビジネス 塩谷郡高根沢町平田2010-3

とちの木日本語学院 日光市鬼怒川温泉大原1407-3

東日本国際アカデミー 足利市福居町412-2

マロニエ日本語学院 宇都宮市中河原町4-12

YUME日本語学院 宇都宮市一条3-6 

栃木県

未収録の告⽰校 （準備教育課程設置校を含む）

今回、本書に詳細なデータを収録できませんでしたが、他にも以下の学校があります。

北海道

宮城県

茨城県

岩手県

福島県
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アッコラ日本語学院 前橋市千代田町3-5-13

山幸日本語学校 邑楽郡板倉町岩田222-1

中央情報大学校 高崎市栄町13-2

NIPPON文化学院 前橋市表町1-7-6

NIPPONへいわ学院 前橋市表町1-7-6

前橋医療福祉専門学校 前橋市石関町122-6

前橋国際日本語学校 前橋市表町2-10-19

アイザック東京国際アカデミー 越谷市南越谷2-4-6

上尾国際教育センター(AIEC) 上尾市上町2-4-14

旭日本語学院 入間市扇台3-1-4

浦和国際学院 埼玉校 蕨市塚越7-18-7

浦和国際教育センター さいたま市浦和区前地3-16-7

永興日本語学園 飯能校 飯能市仲町12-9

国際情報経済専門学校 日本語本科 川越市的場2797-30

国際ブリッジ学院 川越市寿町1-2273-7

埼玉国際学園 熊谷市桜木町2-101

埼玉日本語学校 さいたま市大宮区土手町1-58-1

SAKURA INTERNATIONAL JAPANESE ACADEMY 熊谷市本町1-214

成幸日本語学校 川越市新宿町3-21-1

中央情報専門学校 新座市東北2-33-10

東京大宮日本語学校 さいたま市見沼区東大宮4-25-10

東京グローブ言語学院 川越市砂939-1

東洋アカデミー日本語学院 川口市栄町3-10-3

はなさく言語学校 さいたま市大宮区天沼町2-828-1

比企アカデミー日本語学校 東松山市神明町2-2-2

深谷国際外語学院 深谷市稲荷町1-17-16

平成国際教育学院 坂戸市日の出町9-1

本郷国際学院 川口市3-34-2

聖鳩国際カレッジ 川口市南鳩ケ谷7-7-6

山手日本語学校 川越市脇田本町11-10

若葉国際教育学院 坂戸市三光町2-11

IB日本語学校 四街道市鹿渡815-1 

アクティブ日本語学院 千葉市美浜区幸町2-19-35

インターナショナルスクール船橋 船橋市湊町2-1-7

うすい日本語学院 佐倉市王子台4-4-4

エーアイディ国際学院 千葉市中央区新宿1-5-23

SMIビジネスカレッジ 船橋市湊町2-1-6

亀田医療技術専門学校 日本語学科 鴨川市東町1343-4

KEN日本語学院 松戸市新松戸4-48

国際協力日本語学院 香取郡多古町喜多井野154-2

佐原学園 香取市佐原605

新富国際語学院 千葉市花見川区南花園2-5-19

千葉国際学院 柏市加賀3-18-12

群馬県

埼玉県

千葉県
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つばさインターナショナル・アカデミー 君津市久保2-5-19

東京JLA外国語学校 船橋市南本町13-10

習志野外語学院 習志野市大久保4-1-8

成田国際学院 富里市日吉台1-23-7

成田日本語学校 成田市橋賀台1-44-2

日興日本語学院 船橋市日の出2-5-7

日創千葉松戸日本語学院 松戸市小金15-5

日本企業協力(JCC)日本語学校 市原市五井2339

能達国際アカデミー 我孫子市布佐1-13-13

幕張日本語学校 千葉市花見川区幕張本郷2-5-13

松戸国際学院 松戸市日暮1-1-6

明生情報ビジネス専門学校 日本語科 松戸市新松戸1-131

めいと日本語学院 松戸市馬橋2857

YOMA日本語学院 我孫子市柴崎台4-4-14

アークアカデミー 新宿校 新宿区西新宿7-18-16

アイアム･インターナショナル日本語学校 墨田区両国1-18-6

ICLC東京日本語学校 大田区大森本町1-9-17

青山スクールオブジャパニーズ 渋谷区富ケ谷1-5-5

赤門会日本語学校 日暮里校 荒川区西日暮里2-54-4

赤門会日本語学校 本校 荒川区東日暮里6-39-12

浅草国際学院 台東区西浅草3-29-19

アン･ランゲージ･スクール 成増校 板橋区成増3-10-4

アン･ランゲージ･スクール 練馬校 練馬区春日町6-1-10

アン･ランゲージ･スクール 光ヶ丘校 板橋区成増1-8-9 

イーストウエスト日本語学校 中野区中央2-36-9

インターナショナルスクールオブビジネス 豊島区巣鴨3-8-1

INTERMIX-TOKYO日本語学校 足立区千住1-3-6

ヴィクトリア学院 渋谷区代々木3-8-4

ウエストコースト語学院 大田区東嶺町35-13

浦和国際学院 東京校 板橋区東坂下2-4-13

ALCC東京学院 足立区西竹ノ塚1-7-5

エヴァグリーンランゲージスクール 目黒区祐天寺1-21-18

STG国際学院 江東区佐賀1-11-11

江戸カルチャーセンター 港区赤坂7-10-9

江戸川国際学院 江戸川区篠崎町7-14-21

FPT日本語学校 荒川区東日暮里4-3-5

LIC国際学院 台東区北上野2-25-9

奥多摩日本語学校 西多摩郡奥多摩町川井594

銀座ワールドアカデミー 中央区入船2-5-6

九段日本文化研究所日本語学院 千代田区三崎町2-7-10

KISJ 国分寺 国分寺市南町3-14-3 

京王言語学院 八王子市横山町12-4 

高円寺国際学院 杉並区高円寺南2-53-4

興和日本語学院 大田区山王3-45-28

国際アカデミー日本語学院 豊島区池袋3-28-1

東京都
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國際英才学苑 墨田区緑3-4-2

国際人文外国語学院 中野区南台3-26-13

国際善隣学院 新宿区高田馬場3-22-1

コスモス外語学院 板橋区舟渡2-8-4

さくらパンゲア語学院 墨田区吾妻橋1-2-4

サンシャインランゲージスクール 豊島区池袋1-7-18

JSL日本アカデミー 東京校 台東区浅草橋3-8-5 

ジェット日本語学校 北区滝野川7-8-9

自修学館日本語学校 江戸川区瑞江2-1-22

システム桐葉外語 新宿区市谷田町3-11 

新宿御苑学院 新宿区新宿2-3-13

新宿国際交流学院 新宿区百人町1-22-25

新宿日本語学校 新宿区高田馬場2-9-7

新宿富士山国際語学院 新宿区上落合2-1-10

千駄ヶ谷外語学院 豊島区駒込1-13-11

千駄ヶ谷日本語学校 新宿区下落合1-1-6

千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校 新宿区中落合1-1-29

玉川国際学院 台東区浅草橋5-15-10

玉川国際学院文化部 台東区浅草橋5-15-10

帝京平成大学附属日本語学校 豊島区東池袋4-26-10 

東京朝日アカデミー 板橋区板橋2-31−2

東京インターナショナル外語学院 台東区浅草橋1-31-10

東京上野日本語学院 台東区上野5-11-2

東京外語学園日本語学校 北区浮間3-19-21

東京外国語学院 新宿区新小川町5-18

東京神田日本語学校 千代田区神田北乗物町1-5

東京ギャラクシー日本語学校 中央区新川1-15-13

東京教育専門学院 多摩川校 大田区千鳥3-9-6

東京グローバル日本語学校 日野市程久保8-4-2

東京工学院日本語学校 渋谷区千駄ヶ谷5-30-16

東京工科大学附属日本語学校 大田区西蒲田5-23-22

東京語学学校 豊島区東池袋2-22-9

東京国際朝日学院 台東区東上野3-12-11

東京国際朝日学院 北上野校 台東区北上野2-14-9

東京国際交流学院 池袋校 豊島区南大塚3-19-7

東京国際知識学院 北区王子3-17-2

東京国際日本語学院 新宿区新宿2-13-6

東京国際文化学院 新宿校 新宿区百人町2-1-52

東京こころ日本語学校 板橋区常盤台3-25-2

Tokyo Sakura International School 千代田区岩本町1-6-3

東京桜橋外語学院 墨田区向島2-7-6

東京三立学院 杉並区上高井戸1-3-14

東京JLA外国語学校 早稲田校 新宿区西早稲田1-11-6

東京シゲン・アカデミー 多摩市関戸3-4-1　

東京芝浦外語学院 港区海岸3-1-12

Tokyo Japanese Academy 品川区二葉 1-12-17 
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東京上智国際語学院 墨田区京島1-20-1

東京城北日本語学院 足立区竹ノ塚5-6-18

東京巣鴨国際学院 北区滝野川3-16-10

東京千代田日本語学校 千代田区神田紺屋町13

東京都市日本語学校 荒川区東日暮里4-1-2

東京トランスナショナル日本語学校 大田区大森北1-16-6

東京中野日本語学院 中野区弥生町1-27-3

東京日本語センター 港区芝公園3-5-4

東京日本橋外語学院 中央区入船2-5-6

東京日野国際学院 日野市日野本町1-6-4

東京平井日本語学校 江戸川区平井6-2-25

東京平田日本語学院 福生市福生906-2

東京富士語学院 墨田区向島2-18-5

東京ベイサイド日本語学校 江戸川区平井3-23-24

東京HOPE日本語国際学院 府中市栄町3-12-11

東京四木教育学院 葛飾区四つ木2-8-1

東京代々木日本語学校 青梅市河辺町5-10-8

東京リバーサイド学園 台東区花川戸2-2-5

東方国際学院 江戸川区東葛西5-15-2

東和国際学院 八王子市日吉町13-32

東和新日本語学校 足立区東和4-23-8

西東京国際カレッジ 東村山市栄町1-23-6

日東国際学院 町田市相原町432-1

日東国際学院 八王子校 八王子市八木町2-18

日本外国語専門学校 日本語科 豊島区目白5-18-17

日本国際文化教育学院 東京校 台東区浅草3-28-5

にんじんランゲージスクール 文京区千駄木5-49-1

のぞみ日本語学校 港区新橋5-23-10

バンタンプロフェッショナルランゲージスクール 渋谷区恵比寿南1-9-14

BJL国際日本語学校 台東区台東2-29-10

東新宿日本語学院 新宿区新宿7-18-7

ヒューマンアカデミー日本語学校 東京校 新宿区高田馬場3-18-13

広尾ジャパニーズセンター 港区南麻布5-5-7

富士日本語学校 板橋区板橋2-10-6

HESED外国語学校 世田谷校 世田谷区上馬4-11-20

ホサナ日本語学院 東京校 福生市熊川1443-5

ミッドリーム日本語学校 新宿区百人町2-7-11

名校教育日本語学校 台東区東上野5-15-2

明治ランゲージスクール 新宿区高田馬場2-5-24

名進日本語学校 文京区音羽1-8-8

UJS Language Institute 港区六本木3-3-29

友ランゲージアカデミー 新宿区大久保2-16-25

ヨシダ日本語学院 新宿区西早稲田1-23-14

早稲田EDU日本語学校 新宿区市谷砂土原町2-7

早稲田外語専門学校 新宿区高田馬場1-23-9

早稲田言語学院 新宿区早稲田鶴巻町543
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早稲田進学館 北区中里2-27-1

和陽日本語学院 世田谷区北沢1-34-17

IPA国際教育学院 横浜市西区桜木町4-15-7

アジア国際語学センター 横浜市中区寿町1-1-11

アリス日本語学校 横浜校 横浜市中区根岸町3-176-2

大原簿記情報ビジネス専門学校 横浜校 横浜市神奈川区反町1-8-14

外語ビジネス専門学校 川崎市川崎区駅前本町22-9

翰林日本語学院 横浜市青葉区榎が丘5-3

国際総合健康専門学校 日本語科 伊勢原市善波1160-1

KOYO国際学院 横浜市金沢区福浦1-5-1

相模国際学院 相模原市南区旭町8-22

ソフィアインターナショナルアカデミー 横浜市中区千歳町1-11

テクノビジネス横浜保育専門学校 横浜市西区平沼1-38-19

大和外語学院 大和市中央3-5-9

横浜医療専門学校 横浜市神奈川区金港町9-12

横浜国際教育学院 横浜市西区宮崎町43

横浜国際語学院 横浜市南区吉野町3-7-6

横浜みらい日本語学院 横浜市南区六ッ川1-873

横浜YMCA学院専門学校 横浜市中区常盤町1-7

ロゴス国際学院 川崎市中原区中丸子356

YMCA健康福祉専門学校 厚木市中町4-16-19

YMCA国際ビジネス専門学校 川崎市多摩区登戸3032-2

早稲田言語学院横浜校 横浜市神奈川区浦島町359-1 

国際日本語カレッジ 新潟市東区幸栄2-7-7

佐渡国際教育学院 佐渡市吾潟1839-1

日本アニメ・マンガ専門学校 日本語科 新潟市中央区古町通5-町602-1

富山情報ビジネス専門学校 射水市三ケ576

長野ビジネス外語カレッジ 上田市中央3-5-18

丸の内ビジネス専門学校 松本市城西1-3-30

INC日本語学院  羽島市小熊町島1-97

リバティインターナショナルスクール 羽島市福寿町平方5-14

LLES語学院 浜松市中区下池川町15-10

オイスカ開発教育専門学校 浜松市西区和地町5815

静岡インターナショナルスクール 静岡市葵区瀬名3-47-3

静岡日本語教育センター 静岡市葵区横田町11-6

TLS袋井 袋井市上山梨1579-1

富士さくら日本語学校 沼津市高島町15-12

あいちコトノハ学院 岩倉市稲荷町羽根14-10

ASAHI文化学院 名古屋市中川区山王3-10-9

神奈川県

新潟県

富山県

長野県

静岡県

愛知県

岐阜県
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アセアン日本語学校 名古屋市中区千代田4-12-31

アドバンスアカデミー 名古屋市東区豊前町2-68-1

岡崎日本語学校 岡崎市康生通西1-1

上山学院日本語学校 名古屋市中区栄4-16-29

コウブンインターナショナル 新城市大野字上貝津７

セントラルジャパン日本語学校 名古屋市中区錦1-6-36

豊橋日本語学校 豊橋市八町通1-18

名古屋AIUEO国際学園 名古屋市熱田区三番町22-12

名古屋経営会計専門学校日本語科 名古屋市千種区仲田2-17-5

名古屋国際学院 名古屋市名東区明が丘55

名古屋国際日本語学校 名古屋市昭和区狭間町3-6

日生日本語学園 名古屋校 名古屋市東区出来町3-19-1

ノースリバー日本語スクール 名古屋市中村区畑江通2-8-3

ホツマインターナショナルスクール 名古屋校 名古屋市中村区黄金通7-31-1

USEC INTERNATIONAL SCHOOL 海部郡蟹江町舟入2－191

鈴鹿日本語学院 鈴鹿市郡山町字西高山2001-15

三重日本語学校 津市中央3-31

ユマニテクライフデザイン専門学校 四日市市浜田町12-16

活学書院 京都市中京区壬生辻町11-1

京都あすかアカデミア 京都市山科区勧修寺瀬戸河原町8

京都言語文化学院 京都市伏見区深草山村町1018

京都秋月学園 京都市伏見区両替町4-304

京都ピアノ技術専門学校 京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-5

京都文化日本語学校 京都市左京区北白川上終町24

京都励学国際学院 京都市伏見区上板橋町513

京都YMCA国際福祉専門学校 日本語科 京都市中京区三条通柳馬場東入

洛北日本語学院 京都市左京区山端壱町田町8-34

アース外語学院 堺市北区金岡町2274-4

アジアハウス附属海風日本語学舎 大阪市生野区中川西1-5-7

芦屋国際学院 大阪校 大阪市天王寺区寺田町1-7-1

AKK文化学院 大阪市浪速区桜川4-9-27

大阪外語学院 大阪市中央区北久宝寺町2-6-14

大阪観光ビジネス日本語学院 大阪市西成区出城2-2-18

大阪観光ビジネス日本語学校 生野校 大阪市生野区巽西3-16-18

大阪国際アカデミー 大阪市西成区萩之茶屋2-8-5

大阪総合福祉専門学校 大阪市北区本庄東1-8-19

大阪フロンティア日本語学校 堺市堺区海山町1-1-2

大阪みなみ日本語学校 大阪市平野区喜連5-2-38

大阪YMCA国際専門学校 大阪市西区土佐堀1-5-6

大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校 大阪市浪速区元町2-4-26

大原簿記法律専門学校 難波校 大阪市浪速区難波中1-6-2

近畿日本語学院 大阪市西成区出城1-2-15

さざなみ国際学院 大阪校 (閉校)

大阪府

三重県

京都府
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SANWA外国語学院 大阪市平野区平野馬場2-3-31

JAC教育学院 大阪市東成区大今里南1-1-19

シンアイ語学専門学院 大阪市生野区小路東1-2-26

新亜国際語言学院 堺市堺区榎元町1-1-6

新大阪外国語学院 大阪市東淀川区東中島4-11-6

ダイワアカデミー 堺市堺区熊野町西3-2-6

中央工学校OSAKA 日本語科 豊中市寺内1-1-43

阪奈中央リハビリテーション専門学校 四條畷市田原台6-4-43

ヒューマンアカデミー日本語学校 大阪校 大阪市中央区北久宝寺町2-5-9

ファースト・スタディ日本語学校 大阪泉大津校 泉大津市旭町22-45

ファースト･スタディ日本語学校 大阪本校 大阪市中央区玉造1-21-8

BASIC日本語学院 大阪市大正区三軒家東5-2-3

平成医療学園専門学校 日本語学科 大阪市北区中津6-10-15

南大阪国際語学学校 藤井寺市藤ヶ丘2-6-6

游知国際日本語学院 守口市藤田町5-36-4

ECC日本語学院 神戸校 神戸市中央区琴ノ緒町5-5-6

AISJ日本語学校 芦屋市潮見町7-8

AMA日本カレッジ 尼崎市杭瀬本町1-16-3

SBC姫路日本語学院 姫路市南条425

開成アカデミー日本語学校 兵庫川西校 川西市栄町3-1

神楽日本語学園 神戸市長田区神楽町2-3-1

KIJ語学院 神戸市兵庫区浜崎通3-7

神戸外語教育学院 神戸市長田区六番町5-6-1

神戸新長田日本語学院 神戸市長田区腕塚町9-７

神戸日語学院 尼崎市南塚口町1-20-17

佐用日本語学校 佐用郡佐用町久崎50

JPGA日本グローバルアカデミー 淡路市仁井54-2

秀明神戸国際学院 神戸市灘区水道筋5-1-8

東京国際ビジネスカレッジ 神戸校 神戸市中央区磯辺通4-1-6

富藤外国語学院 神戸市中央区北長狭通4-4-18　

日本語学院みらい 神戸市三宮町2-11-1

エイム奈良国際アカデミー 橿原市新賀町155-2

天理教語学院 日本語科 天理市守目堂町186

大和国際日本語学院 大和高田市本郷町4-10

和歌山外国語専門学校 和歌山市駿河町21

智林日本語学校 八頭郡智頭町智頭795-1

鳥取城北日本語学校 鳥取市古海37-4

米子日本語学校 米子市二本木316-1

トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 出雲市西新町3-23-1

岡山学芸館外国語学校 岡山市東区西大寺上1-19-19

兵庫県

奈良県

和歌山県

岡山県

鳥取県

島根県
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エース語学学院 尾道市栗原町9770-5

ヒューマンウェルフェア広島専門学校 日本語学科 広島市東区牛田新町3-15-38

広島福祉専門学校 安芸郡海田町大正町2-27

三原国際外語学院 日本語科 三原市宮沖5-8-15

ウグイス 山口市阿知須102−7

さくら国際言語教育学院 萩市大字椿東3000-10

穴吹情報公務員カレッジ 徳島市徳島町2-20

穴吹ビジネスカレッジ 高松市錦町1-11-1

国際デザイン･ビューティカレッジ 高知市旭町2-22-58

愛和外語学院 福岡市東区馬出1-15-37

アジア国際外語学院 福岡市中央区長浜1-3-1

アジア日本語学院 福岡市南区長住4-2-29

えにし日本語学校 福岡市東区二又瀬新町9-31

FLA学院 福岡市博多区美野島3-1-35

大原自動車工科大学校 北九州市八幡東区宮の町1-1-1

北九州日本文化学院 北九州市小倉北区南丘1-22-2

九州医療スポーツ専門学校 日本語科 北九州市小倉北区東篠崎1-9-8

九州英数学舘国際言語学院 日本語学科 福岡市中央区舞鶴1-5-30

九州外国語学院 福岡市博多区中呉服町2-1

九州言語教育学院 福岡市中央区六本松3-7-10

九州国際教育学院 福岡市博多区博多駅東1-1-33

九州デザイナー学院 福岡市博多区博多駅前3-8-24

杏林国際語学院 小郡市小郡812-1

くるめ国際交流学院 久留米市東町516-1

春暉国際学院 大野城市御笠川3-2-10

日本アジア国際教育センター 宗像市田久1-3-28

日本教育学院 福岡市東区香椎駅前2-1-15

日本語学学校 北九州市八幡西区岸の浦1-13-70

日本国際語学アカデミー 福岡校 福岡市南区清水3-20-30

NILS 小郡市小郡760-5

NILS Annex 春日市下白水南3-57

東アジア日本語学校 福岡市博多区博多駅東1-14-8

福岡外語専門学校 福岡市東区馬出1-8-27

富士山外国語学院 糟屋郡新宮町三代736-3

弘堂国際学園 鳥栖市田代外町577

日本文化教育学院 鳥栖市今泉町2495

ヒューマンアカデミー日本語学校 佐賀校 佐賀市松原2-2-27

あさひ日本語学校 長崎市赤迫2-11-38

香川県

高知県

広島県

山口県
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佐賀県
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こころ医療福祉専門学校 佐世保市浜田町1-22 

九州測量専門学校 日本語科 熊本市北区龍田7-36-80

熊本外語専門学校 熊本市中央区辛島町8-14

東方国際日本語学校 熊本市中央区国府本町6-3

豊栄インターナショナル日本語アカデミー 都城市栄町22-5-1

カケハシインターナショナルスクール 奄美校 奄美市名瀬小浜町4-28

沖縄JCS学院 那覇市久米2-11-13

国際言語文化センター附属日本語学校 那覇市田原1-4-1

SAELU学院 那覇市泊2-4-4

JSL日本アカデミー 浦添市仲西1-1-1

尚学院国際ビジネスアカデミー 那覇市泊2-17-4

ライフジュニア日本語学院 那覇市寄宮1-8-50

宮崎県

沖縄県

熊本県

鹿児島県
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