
一般社団法人日本語学校ネットワーク　会員名簿（2021.3.1現在）

学　　校　　名 住　　　　　　　所

1 正会員 ｱｶﾃﾞﾐｰｵﾌﾞﾗﾝｹﾞｰｼﾞｱｰﾂ 東京都新宿区揚場町2ｰ16第二東文堂ﾋﾞﾙ

2 正会員 赤門会国際文化部日本語学科 東京都荒川区東日暮里6-39-12

3 正会員 東京ギャラクシー日本語学校 東京都中央区新川1-15-13

4 正会員 ユニタス日本語学校 山梨県甲府市丸の内３－６－１１

5 正会員 千駄ヶ谷日本語教育研究所 東京都新宿区高田馬場2ｰ16ｰ6

6 正会員 与野学院日本語学校 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-78

7 正会員 新宿平和日本語学校 東京都新宿区百人町1-13-14

8 正会員 ARC東京日本語学校 東京都文京区後楽2-23-10

9 正会員 九段日本文化研究所日本語学院 東京都千代田区三崎町2-7-10帝都三崎町ビル1F

10 正会員 IECC日本語学校 東京都荒川区西日暮里5-16-2

11 正会員 未来の杜学園 宮城県仙台市青葉区中央４丁目3-12

12 正会員 華国際アカデミー 東京都葛飾区お花茶屋1-6-12

13 正会員 東京中央日本語学院 東京都新宿区信濃町34　トーシン信濃町駅前ビル4・5・6階

14 正会員 吉祥寺外国語学校 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-3-15-701

15 正会員 カナン国際教育学院 東京都江東区大島３丁目23-8　木下ビル

16 正会員 自修学館日本語学校 東京都江戸川区瑞江2-1-22

17 正会員 SCG日本語学校 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町265‐2 SCGビル

18 正会員 青山国際教育学院 東京都港区南青山3-8-40青山センタービル３Ｆ

19 正会員 さくら東京日本語学校 東京都新宿区下落合1-1-1トキワパレス1F

20 正会員 フジ国際語学院 東京都新宿区北新宿1-7-20

21 正会員 早稲田文化館日本語科 東京都台東区柳橋2-18-9

22 一般会員 カイ日本語スクール 東京都新宿区大久保1ｰ15ｰ18みゆきビル３Ｆ

23 一般会員 サム教育学院 東京都新宿区百人町2-3-20

24 一般会員 ＩＣＡ国際会話学院 東京都豊島区西池袋1ｰ16ｰ10第2三笠ビル

25 一般会員 アンランゲージスクール 東京都豊島区南池袋2-41-19

26 一般会員 市川日本語学院 千葉県市川市八幡3-27-22ニューイーストビル



27 一般会員 インターカルト日本語学校 東京都台東区台東2-20-9

28 一般会員 江戸カルチャーセンター 東京都港区赤坂5-4-11

29 一般会員 ｴｳﾞｧｸﾞﾘｰﾝﾗﾝｹﾞｰｼﾞｽｸｰﾙ 東京都目黒区祐天寺1-21-18

30 一般会員 東京日英学院 東京都江東区木場2-19-2

31 一般会員 国際外語学院 東京都台東区蔵前1-2-1

32 一般会員 国書日本語学校 東京都板橋区志村2-10-5

33 一般会員 渋谷外語学院 東京都渋谷区桜丘町8ｰ18

34 一般会員 東瀛学院 東京都豊島区南長崎6-18-1

35 一般会員 東京城北日本語学院 東京都足立区竹の塚5-6-18

36 一般会員 東京日本語センター 東京都港区芝公園3ｰ5ｰ4 金地院内

37 一般会員 東京リバーサイド學園 東京都台東区花川戸1-12-5ﾘｭｳｸﾞｳ東京第一ﾋﾞﾙ

38 一般会員 東方国際学院 東京都江戸川区東葛西5-15-2

39 一般会員 ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ日本語学校東京校 東京都新宿区高田馬場３－１８－１３

40 一般会員 メロス言語学院 東京都豊島区東池袋3-7-1

41 一般会員 ヨシダ日本語学院 東京都新宿区西早稲田1ｰ23ｰ14

42 一般会員 ラボ日本語教育研修所 東京都新宿区西新宿６－２６－１１

43 一般会員 JIN東京日本語学校 東京都荒川区西日暮里5-2-19ﾘﾚﾝﾄﾋﾞﾙ６F

44 一般会員 富藤外国語学院 兵庫県神戸市北長狭通４－４－１８　富士新ビル８F

45 一般会員 新世界語学院 東京都新宿区百人町2-7-9　STKビル　２階

46 一般会員 スリー・エイチ日本語学校 千葉市中央区新千葉１－７－１０

47 一般会員 ダイナミックビジネスカレッジ 東京都荒川区西日暮里２-51-8

48 一般会員 東京言語教育学院 東京都江戸川区平井5-23-7東言ビル

49 一般会員 東京国際交流学院 東京都八王子市千人町2-3-16

50 一般会員 東京ワールド外語学院 東京都新宿区北新宿１－８－１５　北新宿ＯＣビル

51 一般会員 東洋言語学院 東京都江戸川区東葛西6-7-5　４Ｆ

52 一般会員 東京早稲田外国語学校 東京都新宿区歌舞伎町2-31-11

53 一般会員 千代田国際語学院 東京都豊島区池袋2-68-1　

54 一般会員 霞山会東亜学院 東京都千代田区霞ヶ関　3-2-4



55 一般会員 関西語言学院 京都府京都市伏見区深草下川原町39-12

56 一般会員 NIPPON語学院 群馬県前橋市大手町1-8-14

57 一般会員 東京外語学園日本語学校 東京都北区浮間3-19-21

58 一般会員 東京芝浦外語学院 東京都港区海岸３-1-12　UP中央東福ビル

59 一般会員 東京三立学院 東京都杉並区上高井戸1-3-14

60 一般会員 明新日本語学校 東京都大田区上池台一丁目14番21号

61 一般会員 武蔵浦和日本語学院 埼玉県さいたま市南区鹿手袋四丁目14番地7号

62 一般会員 大阪文化国際学校 大阪府大阪市北区同心2丁目11番12号

63 一般会員 めいと日本語学院 千葉県松戸市馬橋 2857

64 一般会員 Fuji Language School 群馬県前橋市総社町4-2-1

65 一般会員 東京育英日本語学院 東京都渋谷区渋谷2-9-13AiiA ANNEX BLDG.

66 一般会員 岡山外語学院 岡山県岡山市北区舟橋町2-10

67 一般会員 KEN日本語学院 千葉県松戸市新松戸2-20 関ビル3F

68 一般会員 友ランゲージアカデミー 東京都新宿区大久保2-16-25

69 一般会員 SANKO日本語学校東京 東京都文京区本郷3-24-17

70 特別会員 フライワイヤー合同会社 東京都港区赤坂1-12-32　アーク森ビル12F

71 特別会員 株式会社ヒューマンパワー 東京都文京区千駄木3-33-6 第3仲慶ビル6F

72 特別会員 株式会社グローバルトラストネットワーク 東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2階

73 特別会員 株式会社ネクステージ ホームステイジャパン 東京都千代田区東神田二丁目10番13号日本ビル2階


