技能連携校一覧
校名

分類

郵便番号

住所

電話

（クラーク記念国際高校）

003-0027

北海道札幌市白石区本通3丁目北7-17

0120-833-350

（北海道有朋高校）

053-0021

北海道苫小牧市若草町5-5-15

0144-34-3135

（クラーク記念国際高校）

060-0041

北海道札幌市中央区大通東8丁目1-61

0120-833-350

北海道芸術高等学院（札幌）

（北海道芸術高校）

060-0042

北海道札幌市中央区大通西19-1-27

011-622-7775

札幌科学技術専門学校

（科学技術学園高校）

065-0024

北海道札幌市東区北24条東1-3-12

011-748-3888

北見商科高等専修学校

（北海道有朋高校）

090-0817

北海道北見市常盤町3-14-18

0157-23-4430

青森中央文化専門学校

（青森県立北斗高校）

030-0132

青森県青森市横内字神田12-1

017-728-0145

八戸あおば高等学院

（星槎国際高校）

031-0081

青森県八戸市柏崎2-7-14

0178-22-3470

サンモードスクールオブデザイン

（青森県立尾上総合高校）

036-8356

青森県弘前市下白銀町12

0172-32-0129

（クラーク記念国際高校）

028-3613

岩手県紫波郡矢巾町北矢幅1-9-3

019-698-2782

（科学技術学園高校）

980-0852

宮城県仙台市青葉区川内川前丁61

022-223-6031

（屋久島おおぞら高校）

983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡3-2-5 サンライズ仙台2F

0120-75-1105

（クラーク記念国際高校）

984-0051

宮城県仙台市若林区新寺1-7-20

022-791-3222

（クラーク記念国際高校）

010-0921

秋田市大町1-2-7 サンパティオ内

018-888-3838

国際高等学院

（星槎国際高校）

990-0039

山形県山形市香澄町2-3-36

023-633-2177

白鷹高等専修学校

（山形県立霞城学園高校）

992-0771

山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝3446

0238-85-2081

パリス文化服装専門学校

（山形県立霞城学園高校）

996-0023

山形県新庄市沖の町2-15

0233-22-0604

（屋久島おおぞら高校）

963-8005

福島県郡山市清水台2-12-13 清水台ビル

0120-75-1105

みとみ高等学院

（星槎国際高校）

965-0853

福島県会津若松市材木町1-8-15

0242-29-2222

磐城高等芸術商科総合学園

（クラーク記念国際高校）

970-0101

福島県いわき市平下神谷字立田帯５番地

0246-34-4555

キャンパス高等部

（星槎国際高校）

971-8172

福島県いわき市泉玉露2-5-7

0246-56-2121

晃陽看護栄養専門学校

（晃陽学園高校）

306-0011

茨城県古河市東1-5-26

0280-31-7333

細谷高等専修学校

（茨城県立水戸南高校）

308-0041

茨城県筑西市乙288

0296-22-2733

日立工業専修学校

（科学技術学園高校）

316-0032

茨城県日立市西成沢町2-17-1

0294-28-5009

宇都宮クラーク高等学院

（クラーク記念国際高校）

320-0032

栃木県宇都宮市昭和1-2-18

028-650-5900

夢作志学院

（星槎国際高校）

320-0833

栃木県宇都宮市不動前1-3-35

028-610-6341

（屋久島おおぞら高校）

321-0964

国際ＴＢＣ高等専修学校

（科学技術学園高校）

321-0966

栃木県宇都宮市今泉2-10-12

028-627-9237

国際ＴＢＣ調理・パティシエ高等専門学校

（科学技術学園高校）

323-0821

栃木県小山市三峯1-10-21

0285-28-0777

国際自動車・ビューティ専門学校

（科学技術学園高校）

324-0058

栃木県大田原市紫塚2-2609-2

0287-23-8484

高崎市医師会看護専門学校准看護学科

（群馬県立前橋清陵高校）

370-0006

群馬県高崎市問屋町4-8-11

027-363-3555

ＫＴＣおおぞら高等学院

（屋久島おおぞら高校）

370-0831

群馬県高崎市あら町3-6 ラポールTAKASAKI 5F.6F

0120-75-1105

富岡市甘楽郡医師会立富岡准看護学校

（群馬県立前橋清陵高校）

370-2343

群馬県富岡市七日市553-1

0274-62-0284

前橋市医師会立前橋准看護学校

（群馬県立前橋清陵高校）

371-0022

群馬県前橋市八千代町1-7-4

027-231-5795

藤岡准看護学校

（群馬県立前橋清陵高校）

375-0024

群馬県藤岡市藤岡1860-1

0274-23-0798

桐生市医師会立桐生准看護学校

（群馬県立前橋清陵高校）

376-0027

群馬県桐生市元宿町18-2

0277-47-2504

吾妻郡医師会立吾妻准看護学校

（群馬県立前橋清陵高校）

377-0423

群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町25-9

0279-75-3904

沼田准看護学校

（群馬県立前橋清陵高校）

378-0056

群馬県沼田市高橋場町2219-1

0278-23-2053

浦和高等学園

（星槎国際高校）

330-0052

埼玉県さいたま市浦和区本太2-29-12

048-813-5803

クラーク高等学院 さいたま校

（クラーク記念国際高校）

330-0803

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2-69-5

048-657-9160

第一学院

（第一学院高校）

330-0844

埼玉県さいたま市大宮区下町1-42-2

048-650-5181

（屋久島おおぞら高校）

330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町3-150-2

0120-75-1105

（星槎国際高校）

331-0802

埼玉県さいたま市北区本郷町258-1

048-661-1881

日本産業専門学校

（科学技術学園高校）

332-0012

埼玉県川口市本町4-8-3

048-224-8155

川口文化服装専門学校

（埼玉県立大宮中央高校）

332-0016

埼玉県川口市幸町3-5-33

048-253-0331

星槎川口キャンパス

（星槎国際高校）

332-0017

埼玉県川口市栄町3-11-24

048-229-3522

松実高等学園

（志学会高校）

344-0067

埼玉県春日部市中央1-55-15

048-738-4191

自然学園

（星槎国際高校）

344-0067

埼玉県春日部市中央5-1-21

048-733-8282

むさしの高等学院

（星槎国際高校）

353-0007

埼玉県志木市柏町4-5-28／12号室

048-487-0006

大川学園高等専修学校

（大川学園高校）

357-0035

埼玉県飯能市柳町8-4

042-974-8880

クラーク高等学院 所沢校

（クラーク記念国際高校）

359-0038

埼玉県所沢市北秋津788-3

04-2991-5515

専門学校浜西ファッションアカデミー

（埼玉県立大宮中央高校）

359-1111

埼玉県所沢市緑町1-19-15

04-2924-0611

東京西武学館高等部

（日本航空高校）

359-1115

埼玉県所沢市御幸町16-15

04-2926-0224

（クラーク記念国際高校）

260-0028

千葉県千葉市中央区松波1-1-1

043-290-6133

（屋久島おおぞら高校）

260-0028

千葉県千葉市中央区新町22-1 新町55ビル1F

0120-75-1105

（向陽台高校）

260-0854

千葉県千葉市中央区長州1-15-12

043-227-7446

千葉モードビジネス専門学校

（あずさ第一高校）

264-0026

千葉県千葉市若葉区西都賀 1-11-11

043-287-2725

興学社高等学院

（星槎国際高校）

270-0034

千葉県松戸市新松戸4-35

047-309-8181

（向陽台高校）

277-0005

千葉県柏市柏3-4-7

04-7165-8810

（屋久島おおぞら高校）

277-0021

千葉県柏市中央町6-19 コープビル柏1F

0120-75-1105

クラーク高等学院 柏校

（クラーク記念国際高校）

277-0852

千葉県柏市旭町2-2-3

04-7146-1455

柏高等技術学園

（星槎国際高校）

277-0871

千葉県柏市若柴132

04-7132-3661

野田鎌田学園高等専修学校

（あずさ第一高校）

278-0037

千葉県野田市野田389-1

04-7121-5523

北海道
クラーク高等学院 札幌校

（白石キャンパス）

苫小牧高等商業学校
クラーク高等学院 札幌校

（大通キャンパス）

青森県

岩手県
星北高等学園
宮城県
専門学校

赤門自動車整備大学校

ＫＴＣおおぞら高等学院

仙台キャンパス

クラーク高等学院 仙台校
秋田県
秋田クラーク高等学院
山形県

福島県
ＫＴＣおおぞら高等学院

郡山キャンパス

茨城県

栃木県

ＫＴＣおおぞら高等学院

宇都宮キャンパス

栃木県宇都宮市駅前通り3-2-3
チサンホテル宇都宮3Ｆ

0120-75-1105

群馬県
高崎キャンパス

埼玉県

埼玉校

ＫＴＣおおぞら高等学院
星槎学園高等部

大宮キャンパス

大宮校

千葉県
クラーク高等学院 千葉校
ＫＴＣおおぞら高等学院
パリ総合美容専門学校

千葉キャンパス

パリ総合美容専門学校

千葉校

柏校

ＫＴＣおおぞら高等学院

柏キャンパス

成美学園高等部

（翔洋学園高校）

297-0022

千葉県茂原市町保37-3

0475-44-5777

神子学院高等学院

（文理開成高校）

299-1121

千葉県君津市常代3-1-3

0439-55-8855

江東服飾高等専修学校

（星槎国際高校）

135-0016

東京都江東区東陽3-3-1

03-3645-9891

野田鎌田学園杉並高等専修学校

（あずさ第一高校）

167-0043

東京都杉並区上荻4-29-8

03-6913-5655

北海道芸術高等学院（東京池袋）

（北海道芸術高校）

171-0014

東京都豊島区池袋4-1-12

03-5979-9095

二葉ファッションアカデミー

（東海大学付属望星高校）

180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-3-2

0422-44-3161

国際製菓専門学校

（東海大学付属望星高校）

190-0012

東京都立川市曙町1-32-1

042-540-8181

日野工業高等学園

（科学技術学園高校）

191-8660

東京都日野市日野台3-1-1

042-586-5053

町田調理師専門学校

（東海大学付属望星高校）

194-0021

東京都町田市中町1-13-1

042-725-0446

町田みのり高等部

（八洲学園高校）

194-0022

東京都町田市森野1-27-14

042-851-7191

東京多摩調理製菓専門学校

（向陽台高校）

206-0011

東京都多摩市関戸4-20-3

042-375-8215

（星槎国際高校）

220-0011

神奈川県横浜市神奈川区栄町8-4-6F

045-451-6751

岩谷学園高等専修学校

（東海大学付属望星高校）

220-0023

神奈川県横浜市西区平沼1-38-19

045-324-5867

横浜デザイン学院

（東豊学園つくば松実高校）

220-0051

神奈川県横浜市西区中央1-33-6

045-323-0300

（屋久島おおぞら高校）

221-0052

ＹＧＳ高等部

（星槎国際高校）

222-0011

神奈川県横浜市港北区菊名7-7-5

045-421-5416

北海道芸術高等学院（横浜）

（北海道芸術高校）

222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-2

045-670-7811

横浜健育高等学院

（クラーク記念国際高校）

222-0035

神奈川県横浜市港北区鳥山町968

045-594-9013

野田鎌田学園横浜高等専修学校

（あずさ第一高校）

223-0059

神奈川県横浜市港北区北新横浜1-4-1

045-642-3900

クラーク高等学院 横浜青葉校

（クラーク記念国際高校）

225-0003

神奈川県横浜市青葉区新石川2-5-5

045-905-2571

星槎学園高等部

（星槎国際高校）

226-0025

神奈川県横浜市緑区十日市場町1726-4

045-530-1313

湘南芽吹高等学院

（科学技術学園高校）

238-0042

神奈川県横須賀市汐入町3-36-11

046-824-8281

ヨコスカ調理師専門学校

（向陽台高校）

238-0042

神奈川県横須賀市汐入町2-9

0468-26-3848

大和商業高等専修学校

（科学技術学園高校）

242-0012

神奈川県横浜市深見東1-1-19

0462-62-0122

クラーク高等学院

（クラーク記念国際高校）

243-0014

神奈川県厚木市旭町1-32-7

043-220-5586

（屋久島おおぞら高校）

243-0018

神奈川県厚木市中町4-9-17 原田センタービル1F

0120-75-1105

専門学校神奈川総合大学校

（厚木中央高校）

243-0032

神奈川県厚木市恩名1-17-8

046-221-5678

生蘭高等専修学校

（向陽台高校）

252-1136

神奈川県綾瀬市寺尾西3-11-1

0467-76-1616

アイム湘南理容美容専門学校

（科学技術学園高校）

257-0011

神奈川県秦野市尾尻536-1

0463-85-3780

神奈川県立西部総合職業技術校

（神奈川県立秦野総合高校）

257-0045

神奈川県秦野市桜町2-1-3

0463-80-3001

星槎学園高等部

（星槎国際高校）

259-0123

神奈川県中郡二宮町二宮1352-4

0463-71-0991

（科学技術学園高校）

940-0076

新潟県長岡市本町2-4-4 タカサカヤビル２F,３F

0258-36-9002

富山県技術専門学院

（富山県立富山工業高校）

930-0916

富山県富山市向新庄町1-14-48

076-451-3504

総合カレッジＳＥＯ

（星槎国際高校）

939-1379

富山県砺波市出町中央6-9

0763-32-1371

富山市医師会看護専門学校准看護学科

（富山県立雄峰高校）

939-8087

富山県富山市大泉町2-11-20

076-425-4110

石川県立金沢産業技術専門校

（石川県立金沢中央高校）

920-0352

石川県金沢市観音堂町チ9番地

076-267-2221

石川県立総合看護専門学校

（石川県立金沢泉丘高校）

920-8201

石川県金沢市鞍月東2丁目1番地

076-238-5877

石川県立小松産業技術専門校

（石川県立加賀聖城高校）

923-0967

石川県小松市青路町130番地

0761-44-1183

ＷＩＬＬ ＢＥ 高等学院

（クラーク記念国際高校）

910-0006

福井県福井市中央3丁目1番3号太田屋ビル

0776-25-3261

青池調理師専門学校

（青池学園高校）

917-0084

福井県小浜市広峰108

0770-52-3481

若狭ものづくり美学舎

（星槎国際高校）

917-1504

福井県三方上中郡若狭町大鳥羽27-13-4

0770-64-1788

（山梨県立中央高校）

400-0026

山梨県甲府市塩部三丁目1-4

055-254-3300

専門学校長野外語カレッジ

（あずさ第一高校）

386-0012

長野県上田市中央3-5-18

0268-23-7220

国際高等学院長野校

（クラーク記念国際高校）

386-0027

長野県上田市常磐城2-6-4

0268-26-5515

豊野高等専修学校

（さくら国際高校）

389-1105

長野県長野市豊野町豊野1344

026-257-2127

（屋久島おおぞら高校）

390-0811

長野県松本市中央2-1-24 五幸本町ビル3F

0120-75-1105

（星槎国際高校）

399-9301

長野県北安曇郡白馬村みそら野2940

0261-72-6118

（クラーク記念国際高校）

500-8175

岐阜県岐阜市長住町5-8

058-215-0202

（城南高校）

500-8238

岐阜県岐阜市細畑1-10-1

058-240-3335

（星槎国際高校）

501-0706

岐阜県揖斐郡揖斐川町西津汲481-3

0585-56-3337

ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校

（清凌高校）

503-0883

岐阜県大垣市清水町65

0584-78-3383

中部国際自動車大学校

（科学技術学園高校）

509-5117

岐阜県土岐市肥田浅野朝日町2-7

0572-55-8511

（キラリ高校）

410-0048

静岡県沼津市新宿町2-2

055-921-4976

410-0801

静岡県沼津市大手町5丁目7-1 2F

055-928-5277

東京都

神奈川県
星槎学園高等部

横浜ポートサイド校

ＫＴＣおおぞら高等学院

横浜キャンパス

北斗校

厚木校

ＫＴＣおおぞら高等学院

厚木キャンパス

湘南校

神奈川県横浜市神奈川区栄町17-2
ポートサイドサクラビル1・2F

0120-75-1105

新潟県
長岡凛晴学院
富山県

石川県

福井県

山梨県
甲府看護専門学校
長野県

ＫＴＣおおぞら高等学院

松本キャンパス

白馬国際学院
岐阜県
クラーク高等学院

岐阜校

城南高等専修学校
学校法人西濃学園

久瀬校

静岡県
クラ・ゼミ輝高等学院
未来を創る学舎

沼津校

中京高校

沼津校

通信制課程（2020年4月より校名変更）

（旧名：中京学院大学附属中京高校）

富士調理技術専門学校

（東海大学付属望星高校）

416-0901

静岡県富士市岩本1951

0545-62-0077

富士宮高等専修学校

（福智高校）

418-0065

静岡県富士宮市中央町14-7

0544-26-3472

419-0100

静岡県田方郡函南町仁田185-10

055-960-9423

未来を創る学舎

中京高校

函南校

通信制課程（2020年4月より校名変更）

（旧名：中京学院大学附属中京高校）

静進情報高等専修学校

（科学技術学園高校）

420-0834

静岡県静岡市葵区音羽町26-31

054-200-5515

駿河学院実務専門学校

（科学技術学園高校）

420-0834

静岡県静岡市葵区音羽町19-22

054-247-9933

（キラリ高校）

420-0839

静岡県静岡市駿河葵区鷹匠2-25-22

054-266-5160

420-0857

静岡県静岡市葵区御幸町11-8 3F

054-272-2720

（クラーク記念国際高校）

422-8061

静岡県静岡市駿河区森下町4-20

054-202-8288

（屋久島おおぞら高校）

422-8067

静岡県静岡市駿河区南町10-5 地建南町ビル5F

0120-75-1105

（科学技術学園高校）

424-0811

静岡県静岡市清水区二の丸町58-1

0543-65-9933

クラ・ゼミ輝高等学院
未来を創る学舎

静岡校

中京高校

静岡校

通信制課程（2020年4月より校名変更）

（旧名：中京学院大学附属中京高校）

クラーク高等学院 静岡校
ＫＴＣおおぞら高等学院
清水学院実務高等専修学校

静岡キャンパス

Ｍ－ｎｅｔアビニオンスクール

静岡県静岡市清水区草薙1-2-26

（星槎国際高校）

424-0886

藤枝学院実務高等専修学校

（科学技術学園高校）

426-0017

静岡県藤枝市大手1-253-15

054-641-9933

クラーク高等学院 浜松校

（クラーク記念国際高校）

430-0929

静岡県浜松市中区中央3-7-1 ハーモニア新町2F

053-459-8288

（屋久島おおぞら高校）

430-0935

静岡県浜松市伝馬町313-25 伝馬町中央ビル1F

0120-75-1105

（キラリ高校）

430-0944

静岡県浜松市中区田町230-15

053-458-6111

明桜館

（鹿島学園高校）

432-8003

静岡県浜松市中区海老塚2-1-16

053-456-0801

デザインテクノロジー専門学校

（向陽台高校）

432-8036

静岡県浜松市中区東伊場1-1-8

053-454-6565

静岡アルス美容専門学校

（クラーク記念国際高校）

436-0074

静岡県掛川市葛川1155-2

0537-22-0039

中遠調理師家政専門学校

（駿台甲府高校）

437-1612

静岡県御前崎市池新田3891

0537-86-2047

東海文化専門学校

（東海大学付属望星高校）

438-0078

静岡県磐田市石原町1694

0538-32-5183

静岡高等学園

（八洲学園高校）

439-0011

静岡県菊川市仲島2-5-2

0537-35-6513

豊橋ファッション・ビジネス専門学校

（愛知産業大学三河高校）

440-0057

愛知県豊橋市旭町字旭348-3

0532-52-7206

あいち情報専門学校高等課程

（ぎふ国際高校）

440-0891

愛知県豊橋市関屋町1-6

0532）-52-1122

ＫＴＣおおぞら高等学院

（屋久島おおぞら高校）

444-0864

愛知県岡崎市明大寺町川端19-13 山七東岡崎ビル

0120-75-1105

西尾高等家政専門学校

（愛知産業大学三河高校）

445-0062

愛知県西尾市丁田町落16

0563-24-2203

安城生活福祉高等専修学校

（東海大学付属望星高校）

446-0037

愛知県安城市相生町5-9

0566-76-4118

大岡学園ファション文化専門学校

（愛知産業大学三河高校）

446-0065

愛知県安城市大東町11-28

0566-76-3586

デンソー工業学園

（科学技術学園高校）

446-8507

愛知県安城市高棚町新道1

0566-73-2613

中央高等学院名古屋本校

（中央国際高等高校）

450ｰ0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-45-19

052-562-7585

ニュートン高等専修学校

（科学技術学園高校）

450-0003

愛知県名古屋市中村区名駅南2-7-64

052-588-6661

名東学院高等部

（屋久島おおぞら高校）

450-0003

愛知県名古屋市天白区平針3-116

052-803-1839

専修学校東洋調理技術学院

（愛知産業大学三河高校）

451-0046

愛知県名古屋市西区牛島町1-1

052-587-1010

名古屋ユマニテク調理製菓専門学校

（大橋学園高校）

453-0013

愛知県名古屋市中村区亀島2-6-10

052-459-5670

専修学校さつき調理・福祉学院

（向陽台高校）

453-0013

愛知県名古屋市中村区亀島1-11-6

052-452-2255

ＫＴＣおおぞら高等学院

（屋久島おおぞら高校）

453-0015

愛知県名古屋市中村区椿町12-7

0120-75-1105

サンデザイン専門学校

（科学技術学園高校）

456-0012

愛知県名古屋市熱田区沢上1-1-14

052-683-1231

東海工業専門学校熱田校

（愛知産業大学工業高校）

456-0033

愛知県名古屋市熱田区花表町19-14

052-871-8621

名古屋工学院専門学校

（愛知産業大学工業高校）

456-0034

愛知県名古屋市熱田区伝馬2-24-14

052-682-7871

あいちビジネス専門学校

（愛知産業大学三河高校）

456-0034

愛知県名古屋市中区伊勢山2-13-28

052-681-4888

名古屋情報専門学校

（愛知産業大学三河高校）

458-0801

愛知県名古屋市緑区有松町912

052-624-5658

名古屋福祉専門学校

（向陽台高校）

460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内1-3-25

052-211-2231

第一学院

（第一学院高校）

461-0004

愛知県名古屋市東区葵3-14-17

052-932-8510

菊武ビジネス専門学校

（菊華高校）

461-0012

愛知県名古屋市東区相生町60

052-931-3441

あいち造形デザイン専門学校

（愛知産業大学工業高校）

464-8616

愛知県名古屋市千種区今池4-13-12

052-745-8655

名古屋調理師専門学校

（愛知産業大学三河高校）

467-0856

愛知県名古屋市瑞穂区新開町5-3

052-871-3781

トヨタ工業学園

（科学技術学園高校）

470-0344

愛知県豊田市保見町井ノ向57-28

0565-43-3211

山本学園情報文化専門学校

（向陽台高校）

472-0025

愛知県知立市池端1-13

0566-81-2151

桐華家政専門学校

（クラーク記念国際高校）

475-0859

愛知県半田市天王町1-30

0569-21-0156

専門学校緑ヶ丘女学院

（愛知産業大学工業高校）

489-0985

愛知県瀬戸市松原町2-8

0561-82-5891

愛知自動車整備専門学校

（科学技術学園高校）

490-1435

愛知県海部郡飛島村梅之郷東ノ割145-14

0567-55-2215

中部ライテクビジネス専門学校

（向陽台高校）

510-0067

三重県四日市市浜田町4-15

059-352-2214

徳風技能専門学校

（徳風高校）

519-0145

三重県和賀町1789-4

0595-82-3561

525-0041

滋賀県草津市青地町1093

077-564-3296

ＫＴＣおおぞら高等学院

草薙校

クラ・ゼミ輝高等学院

浜松キャンパス
浜松校

アートインクサナギ3F

0543-49-7711

愛知県

岡崎キャンパス

名古屋キャンパス

名古屋校

三重県

滋賀県
滋賀県立高等技術専門校 草津校舎

（滋賀県立大津青凌高校 馬場分校・
滋賀県立瀬田工業高校）

京都府
KTCおおぞら高等学院

京都キャンパス

京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上ル扇酒屋町298

（屋久島おおぞら高校）

600-8095

（クラーク記念国際高校）

600-8432

京都府京都市下京区仏光寺通新町東入糸屋町219

075-353-6955

関西テレビ電気専門学校

（向陽台高校）

530-0052

大阪府大阪市北区南扇町3-16

06-6314-0261

スクールプラス（School Plus）

（向陽台高校）

532-0011

大阪市淀川区西中島4-5-22 第三新大阪ビル4F

06-4862-4141

東洋学園高等専修学校

（長尾谷高校）

535-0013

大阪府大阪市旭区森小路2-8-25

06-6954-9751

大阪美容専門学校

（八洲学園高校）

540-0004

大阪府大阪市中央区玉造2-28-27

06-6761-6569

東朋高等専修学校

（東朋学園高校 2020年4月より）

543-0017

大阪府大阪市天王寺区城南寺町7-19

06-6761-3693

OiC高等専修学校

（科学技術学園高校）

544-0033

大阪府大阪市生野区勝山北1-13-22

06-6741-5318

中央学園高等専修学校

（向陽台高校）

546-0044

大阪府大阪市東住吉区北田辺1-11-1

06-6719-0170

関西情報工学院専門学校

（日本教育学院高校）

547-0026

大阪府大阪市平野区喜連西4-7-15

06-6704-6800

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校表現コミュニケーション学科

（YMCA学院高校）

550-0001

大阪府大阪市西区土佐堀1-5-6

06-6441-9067

Jouer ファッションクリエイト学院

（星槎国際高校）

550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-11-8

06-6533-4681

英風女子高等専修学校

（英風高校）

553-0006

大阪府大阪市福島区吉野4-13-4

06-6464-0668

（屋久島おおぞら高校）

556-0016

大阪府大阪市浪速区元町1-2-17 エスペラントビル1F

0120-75-1105

スマイルファクトリーハイスクール

（星槎国際高校）

563-0017

大阪府池田市伏尾台2-11

072-751-1145

関西空翔高等学院

（星槎国際高校）

573-1167

大阪府枚方市甲斐田町9-12

072-848-8525

近畿情報高等専修学校

（長尾谷高校）

573-1178

大阪府枚方市渚西1-43-1

072-840-5800

鴻池学園高等専修学校

（徳風高校）

578-0976

大阪府東大阪市西鴻池町1-5-4

06-6745-7868

大阪府立東大阪高等職業技術専門校

（大阪府立成城高校）

578-0984

大阪府東大阪市菱江6-9-10

072-964-8836

八尾高等学院

（星槎国際高校）

581-0801

大阪府八尾市山城町1-2-35

0729-92-9336

八洲学園高等専修学校

（八洲学園高校）

593-8327

大阪府堺市西区鳳中町4-132

072-262-5741

大阪技能専門学校

（神須学園高校）

596-0833

大阪府岸和田市神須屋町413

072-427-7600

（屋久島おおぞら高校）

650-0002

神戸自由学院

（星槎国際高校）

650-0011

兵庫県神戸市中央区長狭通7-3-11 坂下ビル2F

078-360-0016

神戸ＹＭＣＡ学院

（YMCA学院高校）

651-2102

兵庫県神戸市西区学園東町2-1-3

078-793-7435

神戸女子洋裁専門学校

（八洲学園高校）

653-0022

兵庫県神戸市長田区東尻池町2-5-19

078-652-0620

クラーク高等学院 京都校

KAJINOHAビル2F

0120-75-1105

大阪府

KTCおおぞら高等学院

なんばキャンパス

兵庫県
KTCおおぞら高等学院

神戸キャンパス

兵庫県神戸市中央区北野町2-6-5
北野町ANDANTINO 1F

0120-75-1105

東亜学園商業実務専門学校

（福智高校）

653-0862

兵庫県神戸市長田区西山町4-11-25

078-691-3171

クラーク高等学院

（クラーク記念国際高校）

654-0154

兵庫県姫路市南町76

0792-25-8114

BEAUTY ARTS KOBE日本高等美容専門学校

（八洲学園高校）

658-0054

兵庫県神戸市東灘区御影中町8-4-14

078-851-7875

エコーペットビジネス総合高等学院

（八洲学園高校）

660-0807

兵庫県尼崎市長洲西通1-3-23

06-6483-4371

育成調理師専門学校

（向陽台高校）

660-0862

兵庫県尼崎市開明町2-30-2

06-6411-6921

西宮甲英高等学院

（駿台甲府高校）

663-8244

兵庫県西宮市津門綾羽町2-3

0798-34-2893

（クラーク記念国際高校）

668-0032

兵庫県豊岡市千代田町12-34

0796-29-0888

大岡学園高等専修学校

（福智高校）

668-0065

兵庫県豊岡市戸牧500-3

0796-22-3786

三田モードビジネス専門学校

（向陽台高校）

669-1526

兵庫県三田市相生町15-5

079-562-2620

Ｆ.Ｓ.播磨西高等学院

（星槎国際高校・八洲学園国際高校）

670-0012

兵庫県姫路市本町68-170 大手前第一ビル2F

079-223-3334

（並木学院高校）

675-0037

兵庫県加古川市加古川町本町186-4

0794-21-1558

（星槎国際高校・八洲学園国際高校）

675-0066

兵庫県加古川市加古川町寺家町101

0794-22-0549

（科学技術学園高校）

630-8114

奈良県奈良市芝辻町4-3-8

0742-36-3881

（八洲学園高校）

635-0095

奈良県大和高田市大中176

0745-53-0357

あすなろ高等専修学校

（クラーク記念国際高校）

680-0947

鳥取県鳥取市湖山町西2-228-1

0857-32-2555

若葉学習会専修学校

（クラーク記念国際高校）

683-0811

鳥取県米子市錦町2-175

0859-33-0019

中央高等学園専修学校

（星槎国際高校）

689-2303

鳥取県東伯郡東伯町徳万265-5

0858-22-9795

（並木学院高校）

700-0011

岡山県岡山市北区学南町1-9-1

086-252-6760

（屋久島おおぞら高校）

700-0026

岡山県岡山市北区奉還町1-9-8

0120-75-1105

（クラーク記念国際高校）

700-0033

岡山県岡山市島田本町1-2-12

086-239-1623

広島県立福山高等技術専門校

（広島県立福山工業高校）

720-0092

広島県福山市山手町6-30-1

084-951-0260

ＫＴＣおおぞら高等学院

（屋久島おおぞら高校）

730-0015

広島県広島市中区橋本町3-16 エイワビル1F

0120-75-1105

広島舟入商業高等専修学校

（福智高校）

730-0842

広島県広島市中区舟入中町8-23

082-231-1600

専門学校きくのファッションデザインカレッジ

（科学技術学園高校）

731-5116

広島県広島市佐伯区八幡1-14-3

082-928-0413

クラーク高等学院

（クラーク記念国際高校）

732-0005

広島県広島市中区西白島町7-27

082-224-2510

小井手ファッションビューティ専門学校

（向陽台高校）

732-0825

広島県広島市南区金屋町1-20

082-263-0001

広島県立高等技術専門校

（広島県立宮島工業高校）

733-0851

広島県広島市西区田方2-25-1

082-273-2291

広島生活福祉専門学校

（東海大学付属望星高校）

736-0041

広島県安芸郡海田町大正町2-28

082-823-2272

広島県立呉高等技術専門校

（広島県立呉工業高校）

737-0003

広島県呉市阿賀中央5ｰ11-17

0823-71-8816

ネムハイスクール 岩国校

（クラーク記念国際高校）

740-0018

山口県岩国市麻里布町3-16-22

0827-29-1123

柳井医師会附属柳井准看護学院

（山口県立山口高校）

742-0031

山口県柳井市南町6-12-1

0820-22-3029

ネムハイスクール 周南校

（クラーク記念国際高校）

745-0011

山口県周南市桜馬場通2-3

0834-33-1123

ネムハイスクール 山口校

（クラーク記念国際高校）

745-0011

山口県山口市小郡高砂町3番10号

083-976-1123

防府看護専門学校高等課程准看護科

（山口県立山口高校）

747-0814

山口県防府市三田尻1-3-1

0835-24-5424

立修館高等専修学校

（クラーク記念国際高校）

750-1144

山口県下関市小月茶屋3-4-26

083-282-0303

吉南准看護学院

（山口県立山口高校）

754-0002

山口県山口市小郡下郷山手下799

083-972-0634

厚狭准看護学院

（山口県立山口高校）

757-0001

山口県山陽小野田市大字厚狭466-1

0836-72-0578

萩准看護学院

（山口県立山口高校）

758-0074

山口県萩市大字平安古町209-1

0838-25-6665

（徳島県立徳島中央高校）

770-0046

徳島県徳島市鮎喰町2-41-6

088-633-6611

（屋久島おおぞら高校）

760-0017

香川県高松市番町1-6-6 甲南アセット番町ビル1F

0120-75-1105

（クラーク記念国際高校）

760-0020

香川県高松市錦町1-7-5

087-851-1077

（屋久島おおぞら高校）

790-0011

愛媛県松山市千舟町4-4-3 松山ＭＣビル2F

0120-75-1105

新居浜高等学院

（星槎国際高校）

792-0812

愛媛県新居浜市坂井町2-3-8

0897-32-5356

今治高等学院

（星槎国際高校）

794-0026

愛媛県今治市別宮町7-2-33

0898-32-0231

高知高等学院

（星槎国際高校）

780-0056

高知県高知市北本町2-8-21

088-878-8887

高知高等技術学校

（高知県立高知東工業高校）

781-0112

高知県高知市仁井田1188

088-847-6601

（屋久島おおぞら高校）

802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野1-1 新幹線小倉駅1F

0120-75-1105

北九州自由高等学院

（クラーク記念国際高校）

803-0856

福岡県北九州市小倉北区弁天町5-8

093-562-1777

星槎北九州キャンパス

（星槎国際高校）

804-0066

福岡県北九州市戸畑区初音町9-34

093-967-2685

福岡有朋高等専修学校

（福智高校）

810-0074

福岡県福岡市中央区大手門1-3-7

092-751-5495

福岡国際高等学院

（星槎国際高校）

811-3114

福岡県古賀市舞の里3-4-5 トライズビルII 2F

092-940-1280

（屋久島おおぞら高校）

812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-25

0120-75-1105

北海道芸術高等学院（福岡）

（北海道芸術高校）

812-0036

福岡県福岡市博多区上呉服町1-16

0120-290-154

神村学園高等部単位制・通信制福岡学習センター

（神村学園高等部）

814-0002

福岡市早良区西新6丁目10-30

0120-939-211

Ｃ＆Ｓ音楽学院

（クラーク記念国際高校）

814-0021

福岡県福岡市早良区荒江2-17-1

092-834-1200

九国高等学院

（星槎国際高校）

820-0005

福岡県飯塚市新飯塚4-17 コンパルハイツ2F

0948-29-3599

専修学校久留米ゼミナール

（クラーク記念国際高校）

830-0033

福岡県久留米市天神町2-56

0942-35-4943

840-0804

佐賀県佐賀市神野東1-9-32

0952-50-7291

クラーク高等学院

姫路校

豊岡校

姫路校

英数学館加古川校
Ｆ.Ｓ.播磨西高等学院

加古川校

奈良県
アイエス学園

奈良学習館

美芸学園高等専修学校
鳥取県

岡山県
英数学館

岡山校

ＫＴＣおおぞら高等学院

岡山キャンパス

専修学校自由高等学院
広島県
広島キャンパス

広島校

山口県

徳島県
徳島県立総合看護学校
香川県
ＫＴＣおおぞら高等学院

高松キャンパス

高松高等学院
愛媛県
ＫＴＣおおぞら高等学院

松山キャンパス

高知県

福岡県
ＫＴＣおおぞら高等学院

ＫＴＣおおぞら高等学院

小倉キャンパス

福岡キャンパス

佐賀県
九州国際高等学園

（クラーク記念国際高校・
佐賀県立佐賀北高校）

佐賀星生学園

（星槎国際高校）

840-0842

佐賀県佐賀市多布施4-3-62

0952-97-8941

専門学校モードリゲル

（佐賀県立佐賀北高校）

847-0843

佐賀県唐津市桜馬場1309-1

0955-72-8165

（クラーク記念国際高校）

852-8134

長崎県長崎市大橋町23-3

095-847-0639

ＫＴＣおおぞら高等学院 熊本キャンパス

（屋久島おおぞら高校）

860-0803

熊本県熊本市中央区新市街7-19

0120-75-1105

専修学校常盤学院

（向陽台高校）

860-0816

熊本県熊本市中央区本荘町683-2

096-364-5203

熊本県立高等技術専門校

（熊本県立湧心館高校）

861-4108

熊本県熊本市南区幸田1-4-1

096-378-0121

水前寺高等学園

（星槎国際高校）

862-0950

熊本県熊本市中央区水前寺6-1-38

096-381-3121

長崎県
野田国際高等学院
熊本県

志成館高等学院

（日本航空高校）

862-0971

熊本県熊本市中央区大江5-3-2

096-366-1008

（クラーク記念国際高校）

862-0972

熊本県熊本市中央区新大江1-27-2

096-327-8323

（熊本県立人吉高校）

868-0037

熊本県人吉市南泉田町72-2

0966-22-3065

（屋久島おおぞら高校）

870-0027

大分県大分市末広町2-10-24 DIC学園ビル7F

0120-40-7777

向洋学園高等専修学校

（福智高校）

880-0812

宮崎県宮崎市高千穂通1-8-32

0985-27-2525

トライアート・カレッジ

（向陽台高校）

882-0825

宮崎県延岡市須崎町4-6

0982-32-3840

（鹿児島県立開陽高校）

893-1207

鹿児島県肝属郡肝付町前田1072-1

0994-65-2864

（屋久島おおぞら高校）

900-0033

沖縄県那覇市久米2-4-14 JB･NAHAビル3F

0120-40-7777

KBC学園インターナショナルデザインアカデミー高等課程 （未来高校）

900-0034

沖縄県那覇市東町23-1

098-863-0936

大育高等専修学校

902-0066

沖縄県那覇市大道5-1

098-885-5312

クラーク高等学院

熊本校

人吉市医師会附属人吉准看護学院
大分県
マイン高等学院 大分キャンパス
宮崎県

鹿児島県
肝付町立高山准看護学校
沖縄県
マイン高等学院 沖縄キャンパス

（クラーク記念国際高校）

