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設
置

学校名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 FAX番号 URL

都 芝商業高等学校 105-0022 港区 海岸1-8-25 03(3431)0760 03(3435)0240 http://www.shibashogyo-h.metro.tokyo.jp

都 第一商業高等学校 150-0035 渋谷区 鉢山町8-1 03(3463)2606 03(3463)2050 http://www.daiichishogyo-h.metro.tokyo.jp

都 第三商業高等学校 135-0044 江東区 越中島3-3-1 03(3641)0380 03(3641)0879 http://www.daisanshogyo-h.metro.tokyo.jp

都 第四商業高等学校 176-0021 練馬区 貫井3-45-19 03(3990)4221 03(3926)7040 http://www.daiyonshogyo-h.metro.tokyo.jp

都 第五商業高等学校 186-0004 国立市 中3-4-1 042(572)0132 042(573)8794 http://www.daigoshogyo-h.metro.tokyo.jp

都 千早高等学校 171-0044 豊島区 千早3-46-21 03(5964)1721 03(5964)1725 http://www.chihaya-h.metro.tokyo.jp/

都 赤羽商業高等学校 115-0056 北区 西が丘3-14-20 03(3900)0251 03(3909)4750 http://www.akabaneshogyo-h.metro.tokyo.jp

都 荒川商業高等学校 120-8528 足立区 小台2-1-31 03(3912)9251 03(3911)2542 http://www.arakawashogyo-h.metro.tokyo.jp

都 葛飾商業高等学校 125-0051 葛飾区 新宿3-14-1 03(3607)5178 03(3826)1921 http://www.katsushikashogyo-h.metro.tokyo.jp

都 江東商業高等学校 136-0071 江東区 亀戸4-50-1 03(3685)1711 03(3636)1075 http://www.kotoshogyo-h.metro.tokyo.jp

都 五日市高等学校 190-0164 あきる野市 五日市894 042(596)0176 042(596)1250 http://www.itsukaichi-h.metro.tokyo.jp

都 足立高等学校 120-0011 足立区 中央本町1-3-9 03(3889)2204 03(3880)6757 http://www.adachi-h.metro.tokyo.jp

都 桐ケ丘高等学校 115-0052 北区 赤羽北3-5-22 03(3906)2172 03(3909)4739 http://www.kirigaoka-h.metro.tokyo.jp

都 晴海総合高等学校 104-0053 中央区 晴海1-2-1 03(3531)5021 03(3531)5024 http://www.harumisogo.metro.tokyo.jp

都 大江戸高等学校 135-0015 江東区 千石3-2-11 03(5606)9500 03(5606)9518 http://www.oedo-h.metro.tokyo.jp

都 つばさ総合高等学校 144-8533 大田区 本羽田3-11-5 03(5737)0151 03(5737)0154 http://www.tsubasa-h.metro.tokyo.jp

都 葛飾ろう学校 124-0002 葛飾区 西亀有2-58-1 03(3606)0121 03(5697)0275 http://www.katsushika-sd.metro.tokyo.jp/

都 橘高等学校 131-0043 墨田区 立花4-29-7 03(3617)8311 03(3616)5971 http://www.tachibana-h.metro.tokyo.jp/

都 八王子桑志高等学校 193-0835 八王子市 千人町4-8-1 042(663)5970 042(663)5973 http://www.hachioji-soushi-h.metro.tokyo.jp/

都 六本木高等学校 106-0032 港区 六本木6-16-36 03(5411)7327 03(5411)7367 http://www.roppongi-h.metro.tokyo.jp/

都 稔ｹ丘高等学校 165-0031 中野区 上鷺宮5-11-1 03(3990)4226 03(3926)7523 http://www.minorigaoka-h.metro.tokyo.jp/

都 一橋高等学校 101-0031 千代田区 東神田1-12-13 03(3862)6061 03(5687)1862 http://www.hitotsubashi-h.metro.tokyo.jp

都 杉並総合高等学校 168-0073 杉並区 下高井戸5-17-1 03(3303)1003 03(3303)7751 http://www.suginamisogo-h.metro.tokyo.jp/

都 大田桜台高等学校 143-0027 大田区 中馬込3-11-10 03(6303)7980 03(5709)5050 http://oota-sakuradai-h.metro.tokyo.jp/

都 世田谷総合高等学校 157-0076 世田谷区 岡本2-9-1 03(3700)4771 03(3700)0866 http://setagaya-sogo-h.metro.tokyo.jp/

都 東久留米総合高等学校 203-0052 東久留米市 幸町5-8-46 042(471)2510 042(475)8400 http://www.higashikurume-sogo-h.metro.tokyo.jp/

都 王子総合高等学校 114-0023 北区 滝野川3-54-7 03(3576)0602 03(3576)0615 http://www.oji-sogo-h.metro.tokyo.jp/

都 町田総合高等学校 194-0037 町田市 木曽西3-5-1 042(791)7980 042(791)8063 http://www.machida-sogo-h.metro.tokyo.jp/

私 中央学院大学中央高等学校 136-0071 江東区 亀戸7-65-12 03(5836)7020 03(5836)7025 http://www.cguch.ed.jp

私 岩倉高等学校 110-0005 台東区 上野7-8-8 03(3841)3086 03(3847)6077 http://www.tky-iwakura-h.ed.jp

私 京華商業高等学校 112-8612 文京区 白山5-6-6 03(3946)4491 03(3946)7929 http://www.keika-c.ed.jp

私 京北学園白山高等学校 115-0053 北区 赤羽台1-7-12 03(5948)9114 03(5948)9118 http://www.keihoku.ac.jp

私 村田女子高等学校 113-8665 文京区 本駒込2-29-1 03(5940)4455 03(5940)4466 http://hs.murata.ac.jp/

私 安部学院高等学校 114-0005 北区 栄町35-4 03(3913)2323 03(3913)2994 http://www.abe-gakuin.ed.jp

私 潤徳女子高等学校 120-0034 足立区 千住2-11 03(3881)7161 03(3888)2668 http://www.juntoku.ac.jp

私 愛国高等学校 133-8585 江戸川区 西小岩5-7-1 03(3658)4111 03(5668)1717 http://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/

私 品川エトワール女子高等学校 140-0004 品川区 南品川5-12-4 03(3474)2231 03(3474)2228 http://www.etoile.ed.jp/highschool/index.html

私 東京実業高等学校 144-0051 大田区 西蒲田8-18-1 03(3732)4481 03(3732)4456 http://www.tojitsu.ed.jp

私 蒲田女子高等学校 144-0044 大田区 本羽田1-4-1 03(3742)1511 03(3742)1534 http://www.kanno.ac.jp

私 東京学園高等学校 153-0064 目黒区 下目黒6-12-25 03(3711)6641 03(3711)6610 http://www.tokyogakuen-h.ed.jp

私 鶴川高等学校 195-0054 町田市 三輪町122 044(988)1126 044(989)0562 http://www.tsurukawa.ed.jp
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