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学校法人 愛国学園 133-8585 東京都 江戸川区 西小岩5-7-1 大学 愛国学園大学 284-0005 千葉県 四街道市 四街道1532
学校法人 愛国学園 133-8585 東京都 江戸川区 西小岩5-7-1 高等学校 愛国学園大学附属四街道高校 284-0005 千葉県 四街道市 四街道1532-16
学校法人 愛心学園 292-0421 千葉県 君津市 久留里市場696 幼稚園 茂原聖マリア幼稚園 297-0029 千葉県 茂原市 高師980
学校法人 愛心学園 292-0421 千葉県 君津市 久留里市場696 幼稚園 白百合幼稚園 287-0003 千葉県 香取市 佐原イ402-2
学校法人 愛心学園 292-0421 千葉県 君津市 久留里市場696 幼稚園 久留里カトリック幼稚園 292-0421 千葉県 君津市 久留里市場696
学校法人 愛泉学園 271-0064 千葉県 松戸市 上本郷2794 幼稚園 松戸いずみ幼稚園 271-0064 千葉県 松戸市 上本郷2794
学校法人 愛隣学園 263-0021 千葉県 千葉市 稲毛区轟町5-2-12 幼稚園 愛隣幼稚園 263-0021 千葉県 千葉市 稲毛区轟町5-2-12
学校法人 青木学園 285-0855 千葉県 佐倉市 井野1362 幼稚園 志津幼稚園 285-0855 千葉県 佐倉市 井野1362
学校法人 青葉学園 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台4-42-20 幼稚園 瑞穂幼稚園 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台4-42-20
学校法人 青葉学園 141-8648 東京都 品川区 東五反田４－１－１７ 大学 東京医療保健大学 273-0027 千葉県 船橋市 海神町西1-1042-2
学校法人 青淵学園 366-0052 埼玉県 深谷市 上柴町西４-2-11 大学 東都大学（看護学科ほか） 261-0021 千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-1
学校法人 青淵学園 366-0052 埼玉県 深谷市 上柴町西４-2-11 大学 東都大学（理学療法学科） 261-0021 千葉県 千葉市 美浜区中瀬1-3　幕張テクノガーデンE棟

準学校法人 秋葉学園 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-5-2 専修学校 千葉情報経理専門学校 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-5-2
準学校法人 秋葉学園 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-5-2 専修学校 成田国際福祉専門学校 286-0014 千葉県 成田市 郷部583-1
学校法人 秋山学園 299-3241 千葉県 大網白里市 季美の森南1-3579-24 幼稚園 季美の森幼稚園 299-3241 千葉県 大網白里市 季美の森南1-3579-24
学校法人 明青学園 276-0028 千葉県 八千代市 村上1672-29 幼稚園 明青幼稚園 276-0028 千葉県 八千代市 村上1672-29
学校法人 浅野学園 286-0011 千葉県 成田市 玉造1-3-1 幼稚園 玉造幼稚園 286-0011 千葉県 成田市 玉造1-3-1
学校法人 旭学園 289-2516 千葉県 旭市 ロ898 幼稚園 旭幼稚園 289-2516 千葉県 旭市 ロ898
準学校法人 朝日学園 270-0034 千葉県 松戸市 新松戸4-2-1 専修学校 明生情報ビジネス専門学校 270-0034 千葉県 松戸市 新松戸4-2-1
学校法人 旭鈴木学園 289-2504 千葉県 旭市 ニ6544 幼稚園 あさひこひつじ幼稚園 289-2504 千葉県 旭市 ニ6544
学校法人 芦童学園 262-0014 千葉県 千葉市 花見川区さつきが丘2-13 幼稚園 青い鳥第二幼稚園 262-0014 千葉県 千葉市 花見川区さつきが丘2-13
学校法人 芦童学園 262-0014 千葉県 千葉市 花見川区さつきが丘2-13 幼稚園 青い鳥幼稚園 262-0023 千葉県 千葉市 花見川区検見川町1-48
学校法人 アゼリー学園 132-0021 東京都 江戸川区 中央1-8-21 幼保 認定こども園キッズビレッジ 266-0031 千葉県 千葉市 緑区おゆみ野4-30
学校法人 アゼリー学園 132-0021 東京都 江戸川区 中央1-8-21 幼稚園 浦安幼稚園 279-0021 千葉県 浦安市 富岡3-3-1
学校法人 あづま学園 275-0001 千葉県 習志野市 東習志野6-10-5 幼稚園 あづま学園ホーリネス幼稚園 275-0001 千葉県 習志野市 東習志野6-10-5
学校法人 阿弥陀寺教育学園 290-0011 千葉県 市原市 能満字崩山1554-4 専修学校 国際医療福祉専門学校 260-0825 千葉県 千葉市 中央区村田町336-8
学校法人 阿弥陀寺教育学園 290-0011 千葉県 市原市 能満字崩山1554-4 専修学校 専門学校新国際福祉カレッジ 284-0022 千葉県 四街道市 山梨字今宿台1316-1
学校法人 阿弥陀寺教育学園 290-0011 千葉県 市原市 能満字崩山1554-4 幼稚園 能満幼稚園 290-0011 千葉県 市原市 能満1554-4
学校法人 阿弥陀寺教育学園 290-0011 千葉県 市原市 能満字崩山1554-4 幼稚園 ちはら台幼稚園 290-0142 千葉県 市原市 ちはら台南6-30
学校法人 天羽学園 299-1607 千葉県 富津市 湊404-1 幼稚園 みなと幼稚園 299-1607 千葉県 富津市 湊404-1
学校法人 有馬学園 276-0036 千葉県 八千代市 高津1516 幼稚園 高津幼稚園 276-0036 千葉県 八千代市 高津1516
学校法人 安房家政学院 294-0045 千葉県 館山市 北条2311-3 高等学校 千葉県安房西高校 294-0045 千葉県 館山市 北条2311-3
学校法人 飯田学園 284-0001 千葉県 四街道市 大日86 幼稚園 さくらがおか幼稚園 284-0001 千葉県 四街道市 大日86
学校法人 飯沼学園 288-0023 千葉県 銚子市 高神東町9331 幼稚園 飯沼幼稚園 288-0023 千葉県 銚子市 高神東町9331
学校法人 飯生学園 275-0002 千葉県 習志野市 実籾3-13-15 幼稚園 みもみ幼稚園 275-0002 千葉県 習志野市 実籾3-13-15
学校法人 石井学園 276-0036 千葉県 八千代市 高津821-1 幼稚園 八千代富士幼稚園 276-0036 千葉県 八千代市 高津821-1
学校法人 石神学園 273-0105 千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷6-7-38 幼稚園 鎌ヶ谷ひかり幼稚園 273-0105 千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷6-7-38
学校法人 石神学園 273-0105 千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷6-7-38 幼保 印西ひかりこども園 270-1326 千葉県 印西市 木下字平台804-6
学校法人 石川学園 273-0855 千葉県 船橋市 馬込西2-17-11 幼稚園 日の丸幼稚園 273-0855 千葉県 船橋市 馬込西2-17-11
学校法人 石原学園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂1-12-9 幼稚園 真砂幼稚園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂1-12-9
学校法人 石渡学園 262-0045 千葉県 千葉市 花見川区作新台8-7-3 幼稚園 千葉しらゆり幼稚園 262-0045 千葉県 千葉市 花見川区作新台8-7-3
学校法人 泉学園 264-0002 千葉県 千葉市 若葉区千城台東3-14-13 幼稚園 千城東幼稚園 264-0002 千葉県 千葉市 若葉区千城台東3-14-13
学校法人 泉水学園 290-0073 千葉県 市原市 国分寺台中央5-10-1 幼稚園 国分寺台幼稚園 290-0073 千葉県 市原市 国分寺台中央5-10-1
学校法人 市川東学院 272-0833 千葉県 市川市 東国分1-20-12 幼稚園 市川東学院三愛幼稚園 272-0833 千葉県 市川市 東国分1-20-12
学校法人 市川学園 272-0816 千葉県 市川市 本北方2-38-1 高等学校 市川高校 272-0816 千葉県 市川市 本北方2-38-1
学校法人 市川学園 272-0816 千葉県 市川市 本北方2-38-1 中学校 市川中学校 272-0816 千葉県 市川市 本北方2-38-1
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学校法人 市川学園 272-0816 千葉県 市川市 本北方2-38-1 幼稚園 市川学園幼稚園 272-0021 千葉県 市川市 八幡5-1-10
学校法人 市川学園 272-0816 千葉県 市川市 本北方2-38-1 幼稚園 市川学園第２幼稚園 272-0823 千葉県 市川市 東菅野4-13-1
学校法人 市川学園 272-0816 千葉県 市川市 本北方2-38-1 幼稚園 市川学園西の原幼稚園 270-1334 千葉県 印西市 西の原3-15
学校法人 市原学園 290-0062 千葉県 市原市 八幡144 幼稚園 花水木幼稚園 266-0032 千葉県 千葉市 緑区おゆみ野中央6-13-1
学校法人 市原学園 290-0062 千葉県 市原市 八幡144 幼稚園 心花幼稚園 290-0062 千葉県 市原市 八幡144
学校法人 一色学園 273-0132 千葉県 鎌ヶ谷市 粟野210 幼稚園 鎌ヶ谷みどり幼稚園 273-0132 千葉県 鎌ヶ谷市 粟野210
学校法人 伊藤学園 277-0941 千葉県 柏市 高柳623-4 幼稚園 高柳台幼稚園 277-0941 千葉県 柏市 高柳623-4
学校法人 井上学園 287-0003 千葉県 香取市 佐原イ3371 高等学校 千葉萌陽高校 287-0003 千葉県 香取市 佐原イ3371
学校法人 井元学園 262-0046 千葉県 千葉市 花見川区花見川8-19 幼稚園 花見川ちぐさ幼稚園 262-0046 千葉県 千葉市 花見川区花見川8-19
学校法人 医療創生大学 100-0011 東京都 千代田区 内幸町1-1-1 専修学校 千葉・柏リハビリテーション学院 277-0902 千葉県 柏市 大井2673-1
学校法人 医療創生大学 100-0011 東京都 千代田区 内幸町1-1-1 専修学校 葵会柏看護専門学校 277-0803 千葉県 柏市 小青田1-3-4
学校法人 岩井学園 274-0072 千葉県 船橋市 三山5-34-3 幼稚園 船橋小鳩幼稚園 274-0072 千葉県 船橋市 三山5-34-3
学校法人 岩浅学園 274-0802 千葉県 船橋市 八木が谷2-18-1 幼稚園 八木ヶ谷幼稚園 274-0802 千葉県 船橋市 八木が谷2-18-1
学校法人 岩崎学園 277-0863 千葉県 柏市 豊四季633-15 幼保 認定こども園くりの木幼稚園 277-0863 千葉県 柏市 豊四季633-15
学校法人 いわはま学園 271-0077 千葉県 松戸市 根本190 幼稚園 北部幼稚園 271-0077 千葉県 松戸市 根本190
学校法人 院内学園 260-0007 千葉県 千葉市 中央区祐光1-9-5 幼稚園 院内幼稚園 260-0007 千葉県 千葉市 中央区祐光1-9-5
学校法人 植草学園 260-8601 千葉県 千葉市 中央区弁天2-8-9 大学 植草学園大学 264-0007 千葉県 千葉市 若葉区小倉町1639-3
学校法人 植草学園 260-8601 千葉県 千葉市 中央区弁天2-8-9 短期大学 植草学園短期大学 264-0007 千葉県 千葉市 若葉区小倉町1639-3
学校法人 植草学園 260-8601 千葉県 千葉市 中央区弁天2-8-9 高等学校 植草学園大学附属高校 260-8601 千葉県 千葉市 中央区弁天2-8-9
学校法人 植草学園 260-8601 千葉県 千葉市 中央区弁天2-8-9 幼保 幼保連携型認定こども園植草学園大学附属弁天こども園 260-8601 千葉県 千葉市 中央区弁天2-7-1
学校法人 植草学園 260-8601 千葉県 千葉市 中央区弁天2-8-9 幼稚園 認定こども園植草学園大学附属美浜幼稚園 261-0004 千葉県 千葉市 美浜区高洲1-17-8
準学校法人 上野法律学園 110-0014 東京都 台東区 北上野2-3-5 専修学校 上野法科ビジネス専門学校 260-0842 千葉県 千葉市 中央区南町1-10-15
学校法人 臼井学園 285-0861 千葉県 佐倉市 臼井田字浜田2435 幼稚園 臼井幼稚園 285-0861 千葉県 佐倉市 臼井田字浜田2435
学校法人 薄永学園 274-0072 千葉県 船橋市 三山3-40-8 幼稚園 八街すずらん幼稚園 289-1143 千葉県 八街市 八街い163-40
学校法人 薄永学園 274-0072 千葉県 船橋市 三山3-40-8 幼稚園 すずらん幼稚園 274-0072 千葉県 船橋市 三山3-40-8
学校法人 宇野学園 266-0014 千葉県 千葉市 緑区大金沢町381-1 幼稚園 おゆみ野南幼稚園 266-0014 千葉県 千葉市 緑区大金沢町381-1
学校法人 宇野学園 266-0014 千葉県 千葉市 緑区大金沢町381-1 幼稚園 千原台まきぞの幼稚園 290-0142 千葉県 市原市 ちはら台南1-15-4
学校法人 梅園学園 260-0851 千葉県 千葉市 中央区矢作町939-6 幼稚園 梅乃園幼稚園 260-0851 千葉県 千葉市 中央区矢作町939-6
学校法人 叡智学園 270-2241 千葉県 松戸市 松戸新田516-4 幼稚園 みやこ幼稚園 270-2241 千葉県 松戸市 松戸新田516-4
学校法人 エーデル学園 270-1142 千葉県 我孫子市 泉24-32 幼稚園 エーデル幼稚園 270-1142 千葉県 我孫子市 泉24-32
学校法人 江口学園 270-0212 千葉県 野田市 新田戸522 幼稚園 関宿幼稚園 270-0212 千葉県 野田市 新田戸522
学校法人 江戸川学園 133-8552 東京都 江戸川区 東小岩5-22-1 大学 江戸川大学 270-0198 千葉県 流山市 駒木474
学校法人 江戸川学園 133-8552 東京都 江戸川区 東小岩5-22-1 専修学校 江戸川学園おおたかの森専門学校 270-0198 千葉県 流山市 駒木474
学校法人 大網学園 299-3235 千葉県 大網白里市 駒込字中沼313-1 幼稚園 大網木の花幼稚園 299-3235 千葉県 大網白里市 駒込字中沼313-1
学校法人 大勝院学園 270-0005 千葉県 松戸市 大谷口143 幼稚園 大勝院幼稚園 270-0005 千葉県 松戸市 大谷口143
学校法人 太田学園 286-0001 千葉県 成田市 船形828 幼稚園 くすのき幼稚園 286-0001 千葉県 成田市 船形828
学校法人 鴻ノ巣学園 277-0872 千葉県 柏市 十余二287-61 幼稚園 きかたしわ幼稚園 277-0872 千葉県 柏市 十余二287-61
学校法人 大野木学園 285-0837 千葉県 佐倉市 王子台1-10-7 幼稚園 たんぽぽ幼稚園 276-0022 千葉県 八千代市 上高野1151
学校法人 大野木学園 285-0837 千葉県 佐倉市 王子台1-10-7 幼稚園 臼井たんぽぽ幼稚園 285-0837 千葉県 佐倉市 王子台1-10-7
学校法人 大野山学園 272-0805 千葉県 市川市 大野町3-1917 幼稚園 浄光寺幼稚園 272-0805 千葉県 市川市 大野町3-1917
学校法人 大橋学園 270-2218 千葉県 松戸市 五香西1-19-2 幼稚園 あさひ幼稚園 270-2218 千葉県 松戸市 五香西1-19-2
学校法人 大原学園 101-0065 東京都 千代田区 西神田1-2-10 専修学校 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校 275-0016 千葉県 習志野市 津田沼1-1-1
学校法人 大原学園 101-0065 東京都 千代田区 西神田1-2-10 専修学校 大原簿記法律専門学校柏校 277-0842 千葉県 柏市 末広町10-1
学校法人 大原学園 101-0065 東京都 千代田区 西神田1-2-10 専修学校 大原医療保育福祉専門学校千葉校 260-0045 千葉県 千葉市 中央区弁天1-16-2
学校法人 大原学園 101-0065 東京都 千代田区 西神田1-2-10 専修学校 大原簿記公務員専門学校千葉校 260-0045 千葉県 千葉市 中央区弁天1-16-2
学校法人 大森学園 260-0031 千葉県 千葉市 中央区新千葉3-14-18 幼稚園 登戸幼稚園 260-0031 千葉県 千葉市 中央区新千葉3-14-18
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学校法人 岡田学園 270-2222 千葉県 松戸市 高塚新田295-3 幼稚園 高塚幼稚園 270-2222 千葉県 松戸市 高塚新田295-3
学校法人 尾形学園 260-0033 千葉県 千葉市 中央区春日2-12-10 幼稚園 翠幼稚園 260-0033 千葉県 千葉市 中央区春日2-12-10
学校法人 岡本学園 270-0157 千葉県 流山市 平和台4-62-27 幼稚園 平和台幼稚園 270-0157 千葉県 流山市 平和台4-62-27
学校法人 岡本学園 270-0157 千葉県 流山市 平和台4-62-27 幼稚園 南流山幼稚園 270-0164 千葉県 流山市 流山2526
学校法人 小川学園 267-0061 千葉県 千葉市 緑区土気町1630-1 幼稚園 土気中央幼稚園 267-0061 千葉県 千葉市 緑区土気町1630-1
学校法人 小川学園 267-0061 千葉県 千葉市 緑区土気町1630-1 幼稚園 あすみ中央幼稚園 267-0066 千葉県 千葉市 緑区あすみが丘6-23-2
学校法人 荻原学園 262-0031 千葉県 千葉市 花見川区武石町2-1017 幼稚園 スガハラ幼稚園 262-0031 千葉県 千葉市 花見川区武石町2-1017
学校法人 奥野木学園 272-0021 千葉県 市川市 八幡4-5-7 高等学校 不二女子高校 272-0021 千葉県 市川市 八幡4-5-7
学校法人 奥野木学園 272-0021 千葉県 市川市 八幡4-5-7 幼稚園 大町不二幼稚園 272-0801 千葉県 市川市 大町103
学校法人 おさなごのにわ 272-0034 千葉県 市川市 市川1-24-21 幼稚園 自然幼稚園 272-0034 千葉県 市川市 市川1-24-21
学校法人 開智学園 339-0004 埼玉県 さいたま市 岩槻区徳力186 大学 開智国際大学 277-0005 千葉県 柏市 柏1225-6
学校法人 香林学園 260-0801 千葉県 千葉市 中央区仁戸名町616 幼稚園 仁戸名幼稚園 260-0801 千葉県 千葉市 中央区仁戸名町616
学校法人 加賀キンダーガルテン 277-0051 千葉県 柏市 加賀2-13-1 幼稚園 加賀幼稚園 277-0051 千葉県 柏市 加賀2-13-1
学校法人 鏡戸学園 267-0057 千葉県 千葉市 緑区大木戸町428-1 幼稚園 認定こども園鏡戸幼稚園 267-0057 千葉県 千葉市 緑区大木戸町428-1
学校法人 賀川学園 273-0003 千葉県 船橋市 宮本8-35-12 幼稚園 恵楓幼稚園 273-0003 千葉県 船橋市 宮本8-35-12
学校法人 角田学園 285-0846 千葉県 佐倉市 上志津874 幼稚園 志津わかば幼稚園 285-0846 千葉県 佐倉市 上志津874
学校法人 加計学園 700-0005 岡山県 岡山市 北区理大町1-1 大学 千葉科学大学 288-0025 千葉県 銚子市 潮見町3
学校法人 笠川学園 263-0051 千葉県 千葉市 稲毛区園生町956-6 幼稚園 園生幼稚園 263-0051 千葉県 千葉市 稲毛区園生町956-6
学校法人 風間学園 270-1431 千葉県 白井市 根1827-27 幼稚園 白井幼稚園 270-1431 千葉県 白井市 根1827-27
学校法人 風間学園 270-1431 千葉県 白井市 根1827-27 幼稚園 白井若葉幼稚園 270-1424 千葉県 白井市 堀込1-8
学校法人 柏学園 277-0023 千葉県 柏市 中央1-7-7 幼稚園 柏幼稚園 277-0023 千葉県 柏市 中央1-7-7
学校法人 柏学園 277-0023 千葉県 柏市 中央1-7-7 幼稚園 松葉幼稚園 277-0827 千葉県 柏市 松葉町5-8
学校法人 柏こばと学園 277-0872 千葉県 柏市 十余二287-270 幼保 認定こども園柏こばと学園 277-0872 千葉県 柏市 十余二287-270
学校法人 柏鈴木学園 277-0831 千葉県 柏市 根戸351-2 幼保 認定こども園とみせ幼稚園 277-0831 千葉県 柏市 根戸351-2
学校法人 柏葉学園 278-0026 千葉県 野田市 花井248 幼稚園 第二野田中央幼稚園 278-0022 千葉県 野田市 山崎2553
学校法人 柏葉学園 278-0026 千葉県 野田市 花井248 幼稚園 野田中央幼稚園 278-0026 千葉県 野田市 花井248
学校法人 柏バプテスト学園 277-0024 千葉県 柏市 若葉町7-17 幼保 認定こども園柏めぐみ園 277-0024 千葉県 柏市 若葉町7-17
学校法人 柏不二学園 277-0053 千葉県 柏市 酒井根11-4 幼稚園 さかいね幼稚園 277-0053 千葉県 柏市 酒井根11-4
学校法人 柏芳学園 277-0852 千葉県 柏市 旭町7-4-58 幼稚園 豊四季幼稚園 277-0852 千葉県 柏市 旭町7-4-58
学校法人 柏芳学園 277-0852 千葉県 柏市 旭町7-4-58 幼保 柏の葉こども園 277-0872 千葉県 柏市 十余二363-48
学校法人 片柳学院 297-0017 千葉県 茂原市 東郷字宮ノ腰842-2 幼稚園 もばら幼稚園 297-0017 千葉県 茂原市 東郷字宮ノ腰842-2
学校法人 勝田学園 270-1523 千葉県 栄町 脇川116 幼稚園 ながと幼稚園 270-1523 千葉県 栄町 脇川116
学校法人 加藤学園 278-0041 千葉県 野田市 蕃昌新田字宮前336-7 幼稚園 野田北部幼稚園 278-0041 千葉県 野田市 蕃昌新田字宮前336-7
学校法人 金杉学園 273-0853 千葉県 船橋市 金杉3-6-1 幼稚園 金杉幼稚園 273-0853 千葉県 船橋市 金杉3-6-1
学校法人 鏑木学園 277-0885 千葉県 柏市 西原2-9-1 幼稚園 にしはら幼稚園 277-0885 千葉県 柏市 西原2-9-1
学校法人 鎌形学園 279-0023 千葉県 浦安市 高洲1-23-1 高等学校 東京学館高校 285-0902 千葉県 酒々井町 伊篠21
学校法人 鎌形学園 279-0023 千葉県 浦安市 高洲1-23-1 高等学校 東京学館浦安高校 279-0023 千葉県 浦安市 高洲1-23-1
学校法人 鎌形学園 279-0023 千葉県 浦安市 高洲1-23-1 高等学校 東京学館船橋高校 274-0053 千葉県 船橋市 豊富町577
学校法人 鎌田学園 265-0061 千葉県 千葉市 若葉区高根町898-2 幼稚園 やまびこ幼稚園 265-0061 千葉県 千葉市 若葉区高根町898-2
学校法人 神愛学園 270-0119 千葉県 流山市 おおたかの森北2-58-22 幼稚園 神愛幼稚園 270-0119 千葉県 流山市 おおたかの森北2-58-22
学校法人 神美学園 263-0024 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-4-6 幼稚園 弥生幼稚園 263-0024 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-4-6
学校法人 亀井学園 273-0031 千葉県 船橋市 西船2-10-7 幼稚園 山野幼稚園 273-0031 千葉県 船橋市 西船2-10-7
学校法人 川上学園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂2-17-82 幼稚園 第一幼稚園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂2-17-82
学校法人 川崎学園 272-0133 千葉県 市川市 行徳駅前3-12-14 幼稚園 東浜幼稚園 272-0133 千葉県 市川市 行徳駅前3-12-14
準学校法人 川原学園 276-0046 千葉県 八千代市 大和田新田1093-8 専修学校 東京動物専門学校 276-0046 千葉県 八千代市 大和田新田1093-8
学校法人 川見学園 279-0043 千葉県 浦安市 富士見5-10-1 幼稚園 吹上幼稚園 279-0043 千葉県 浦安市 富士見5-10-1
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学校法人 川村学園 171-0031 東京都 豊島区 目白2-22-3 大学 川村学園女子大学 270-1138 千葉県 我孫子市 下ヶ戸1133
学校法人 神崎学園 299-0242 千葉県 袖ケ浦市 久保田2848-156 幼稚園 袖ヶ浦桜ヶ丘幼稚園 299-0242 千葉県 袖ケ浦市 久保田2848-156
準学校法人 関東医療学園 262-0023 千葉県 千葉市 花見川区検見川町5-2389-3 専修学校 関東鍼灸専門学校 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉2-9-2
学校法人 木内学園 285-0922 千葉県 酒々井町 中央台1-22 幼稚園 酒々井幼稚園 285-0922 千葉県 酒々井町 中央台1-22
学校法人 きさらづ学園 292-0044 千葉県 木更津市 太田2-1-1 幼稚園 きさらづ幼稚園 292-0044 千葉県 木更津市 太田2-1-1
学校法人 木更津つくし学園 292-0821 千葉県 木更津市 桜町2-1-20 幼稚園 木更津つくし幼稚園 292-0821 千葉県 木更津市 桜町2-1-20
学校法人 木更津つくし学園 292-0821 千葉県 木更津市 桜町2-1-20 幼稚園 つくしの森幼稚園 292-0816 千葉県 木更津市 下烏田45-10
学校法人 岐山学園 270-1101 千葉県 我孫子市 布佐1849 幼稚園 布佐台幼稚園 270-1101 千葉県 我孫子市 布佐1849
学校法人 木嶋学園 262-0025 千葉県 千葉市 花見川区花園1-3-9 幼稚園 花園幼稚園 262-0025 千葉県 千葉市 花見川区花園1-3-9
学校法人 喜染学園 277-0813 千葉県 柏市 大室1263 幼稚園 田中幼稚園 277-0813 千葉県 柏市 大室1263
学校法人 北丘学園 270-2213 千葉県 松戸市 五香7-19-1 幼稚園 北丘幼稚園 270-2213 千葉県 松戸市 五香7-19-1
学校法人 木の実学園 274-0060 千葉県 船橋市 坪井東4-7-1 幼稚園 木の実幼稚園 274-0060 千葉県 船橋市 坪井東4-7-1
学校法人 希望ヶ丘学園 297-0075 千葉県 茂原市 押日字西之谷595 幼稚園 アップル幼稚園 297-0075 千葉県 茂原市 押日字西之谷595
準学校法人 君津あすなろ学園 299-1138 千葉県 君津市 上湯江字三角1019 専修学校 千葉医療福祉専門学校 299-1138 千葉県 君津市 上湯江字三角1019
学校法人 君津学園 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-1 大学 清和大学 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-5
学校法人 君津学園 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-1 短期大学 清和大学短期大学部 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-2
学校法人 君津学園 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-1 高等学校 市原中央高校 290-0215 千葉県 市原市 土宇1481-1
学校法人 君津学園 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-1 高等学校 木更津総合高等学校 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-1
学校法人 君津学園 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-1 幼稚園 清和大学附属畑沢幼稚園 292-0825 千葉県 木更津市 畑沢3-9-1
学校法人 君津学園 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-1 幼稚園 清和大学附属金田幼稚園 292-0008 千葉県 木更津市 中島1250
学校法人 君津学園 292-8511 千葉県 木更津市 東太田3-4-1 幼稚園 清和大学附属八重原幼稚園 299-1162 千葉県 君津市 南子安1377
学校法人 暁星国際学園 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083 幼稚園 暁星国際流山幼稚園 270-0152 千葉県 流山市 前平井177-1
学校法人 暁星国際学園 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083 高等学校 暁星国際高校 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083
学校法人 暁星国際学園 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083 中学校 暁星国際中学校 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083
学校法人 暁星国際学園 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083 小学校 暁星国際小学校 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1031-3
学校法人 暁星国際学園 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083 小学校 暁星国際流山小学校 270-0152 千葉県 流山市 前平井175-2
学校法人 暁星国際学園 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083 幼稚園 暁星君津幼稚園 299-1146 千葉県 君津市 大和田324
学校法人 暁星国際学園 292-8565 千葉県 木更津市 矢那1083 幼稚園 暁星国際学園新浦安幼稚園 279-0023 千葉県 浦安市 高洲4-2-20
学校法人 共立学園 270-1431 千葉県 白井市 根1363-2 幼稚園 宝幼稚園 270-1431 千葉県 白井市 根1363-2
学校法人 清徳学園 274-0824 千葉県 船橋市 前原東4-16-11 幼稚園 中台幼稚園 274-0824 千葉県 船橋市 前原東4-16-11
学校法人 清見台学園 292-0042 千葉県 木更津市 清見台南2-3-5 幼稚園 清見台幼稚園 292-0042 千葉県 木更津市 清見台南2-3-5
学校法人 桐葉学園 264-0017 千葉県 千葉市 若葉区加曽利町953-3 幼稚園 加曽利幼稚園 264-0017 千葉県 千葉市 若葉区加曽利町953-3
学校法人 草土学園 277-0061 千葉県 柏市 東中新宿3-23-10 幼稚園 柏みどりこども園 277-0061 千葉県 柏市 東中新宿3-23-10
学校法人 楠岡学園 284-0027 千葉県 四街道市 栗山296 幼稚園 くりやま幼稚園 284-0027 千葉県 四街道市 栗山296
学校法人 栗の実学園 272-0812 千葉県 市川市 若宮3-53-4 幼稚園 若宮幼稚園 272-0812 千葉県 市川市 若宮3-53-4
学校法人 栗原学園 299-0245 千葉県 袖ケ浦市 蔵波台6-7-22 幼稚園 蔵波台さつき幼稚園 299-0245 千葉県 袖ケ浦市 蔵波台6-7-22
学校法人 くるみ学園 277-0845 千葉県 柏市 豊四季台1-1-113 幼保 認定こども園くるみこども園 277-0845 千葉県 柏市 豊四季台1-1-113
学校法人 黒川学園 270-0144 千葉県 流山市 前ヶ崎字上175 幼稚園 黒川幼稚園 270-0144 千葉県 流山市 前ヶ崎字上175
学校法人 慶泉学園 262-0016 千葉県 千葉市 花見川区西小中台2-1 幼稚園 暁幼稚園 262-0016 千葉県 千葉市 花見川区西小中台2-1
学校法人 けや木学園 272-0813 千葉県 市川市 中山3-10-4 幼稚園 みどり幼稚園 272-0813 千葉県 市川市 中山3-10-4
学校法人 祁山学園 277-0913 千葉県 柏市 五條谷423-5 幼保 認定こども園手賀の丘幼稚園・保育園 277-0913 千葉県 柏市 五條谷423-5
学校法人 健伸学院 273-0048 千葉県 船橋市 丸山5-12-7 幼稚園 健伸幼稚園 273-0048 千葉県 船橋市 丸山5-12-7
学校法人 健伸学院 273-0048 千葉県 船橋市 丸山5-12-7 幼稚園 健伸行田幼稚園 273-0044 千葉県 船橋市 行田2-4-3
学校法人 五井学園 290-0056 千葉県 市原市 五井5146 幼稚園 五井幼稚園 290-0056 千葉県 市原市 五井5146
学校法人 晃栄学園 285-0845 千葉県 佐倉市 西志津2-23-19 幼稚園 さくら第二幼稚園 276-0036 千葉県 八千代市 高津字小谷808
学校法人 晃栄学園 285-0845 千葉県 佐倉市 西志津2-23-19 幼稚園 さくら幼稚園 285-0845 千葉県 佐倉市 西志津2-23-19
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学校法人 公津学園 286-0048 千葉県 成田市 公津の杜4-7-1 幼稚園 公津の杜幼稚園 286-0048 千葉県 成田市 公津の杜4-7-1
学校法人 河野学園 284-0001 千葉県 四街道市 大日393 幼稚園 緑ヶ丘幼稚園 284-0001 千葉県 四街道市 大日393
学校法人 高基学園 273-0031 千葉県 船橋市 西船4-16-4 幼稚園 葛飾幼稚園 273-0031 千葉県 船橋市 西船4-16-4
学校法人 紅陵学院 292-8568 千葉県 木更津市 真舟3-29-1 高等学校 拓殖大学紅陵高校 292-8568 千葉県 木更津市 桜井1403
学校法人 紅陵学院 292-8568 千葉県 木更津市 真舟3-29-1 高等学校 志学館高等部 292-8568 千葉県 木更津市 真舟3-29-1
学校法人 紅陵学院 292-8568 千葉県 木更津市 真舟3-29-1 中学校 志学館中等部 292-8568 千葉県 木更津市 真舟3-29-1
学校法人 国際医療福祉大学 324-0011 栃木県 大田原市 北金丸字上ノ原2600番1 大学 国際医療福祉大学（成田看護学部ほか） 286-8686 千葉県 成田市 公津の杜4丁目3
学校法人 国際学園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂5-24-1 幼稚園 ひばり幼稚園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂5-24-1
学校法人 国際武道大学 299-5295 千葉県 勝浦市 新官841 大学 国際武道大学 299-5295 千葉県 勝浦市 新官841
準学校法人 国際理工学園 263-0024 千葉県 千葉市 稲毛区穴川3-8-11 専修学校 国際理工情報デザイン専門学校 263-0024 千葉県 千葉市 稲毛区穴川3-8-11
学校法人 九重学園 260-0833 千葉県 千葉市 中央区稲荷町3-12-6 幼稚園 九重幼稚園 260-0833 千葉県 千葉市 中央区稲荷町3-12-6
学校法人 こざくら学園 266-0002 千葉県 千葉市 緑区平山町65-1 幼稚園 こざくら幼稚園 266-0002 千葉県 千葉市 緑区平山町65-1
学校法人 こざくら学園 266-0002 千葉県 千葉市 緑区平山町65-1 幼稚園 こざくら第二幼稚園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂4-17-2
学校法人 小嶋学園 270-2251 千葉県 松戸市 金ヶ作306-66 幼稚園 金ヶ作幼稚園 270-2251 千葉県 松戸市 金ヶ作306-66
学校法人 このはな学園 270-0164 千葉県 流山市 流山2-105-2 幼稚園 このはな幼稚園 270-0164 千葉県 流山市 流山2-105-2
学校法人 小林学園 263-0035 千葉県 千葉市 稲毛区稲毛町5-100-1 幼稚園 稲毛幼稚園 263-0035 千葉県 千葉市 稲毛区稲毛町5-100-1
学校法人 羔学園 260-0004 千葉県 千葉市 中央区東本町1-5 幼稚園 羔幼稚園 260-0004 千葉県 千葉市 中央区東本町5-1
学校法人 湖北白ばら学園 270-1127 千葉県 我孫子市 中峠村下1-2 幼稚園 湖北白ばら幼稚園 270-1127 千葉県 我孫子市 中峠村下1-2
学校法人 金剛学園 264-0029 千葉県 千葉市 若葉区桜木北1-17-32 高等学校 桜林高校 264-0029 千葉県 千葉市 若葉区桜木北1-17-32
学校法人 金剛学園 264-0029 千葉県 千葉市 若葉区桜木北1-17-32 幼稚園 はしが台幼稚園 286-0037 千葉県 成田市 橋賀台3-5
学校法人 近藤学園 272-0127 千葉県 市川市 塩浜4-2-28-101 幼稚園 塩浜幼稚園 272-0127 千葉県 市川市 塩浜4-2-28-101
学校法人 斉藤学園 299-0111 千葉県 市原市 姉崎3338-2 幼稚園 青葉台幼稚園 299-0111 千葉県 市原市 姉崎3338-2
学校法人 栄伸学園 264-0006 千葉県 千葉市 若葉区小倉台3-11-1 幼稚園 八街泉幼稚園 289-1106 千葉県 八街市 榎戸354-2
学校法人 栄伸学園 264-0006 千葉県 千葉市 若葉区小倉台3-11-1 幼稚園 泉幼稚園 264-0006 千葉県 千葉市 若葉区小倉台3-11-1
学校法人 坂巻学園 270-0101 千葉県 流山市 東深井498-4 幼稚園 一の台幼稚園 270-0101 千葉県 流山市 東深井498-4
学校法人 さくら学園 262-0046 千葉県 千葉市 花見川区花見川4-14-101 幼稚園 花見川幼稚園 262-0046 千葉県 千葉市 花見川区花見川4-14-101

学校法人 定明学園 285-0853 千葉県 佐倉市 小竹795-1 幼稚園 小竹幼稚園 285-0853 千葉県 佐倉市 小竹795-1
学校法人 佐藤学園 270-1514 千葉県 栄町 酒直台1-19-1 幼稚園 酒直幼稚園 270-1514 千葉県 栄町 酒直台1-19-1
学校法人 佐野学園 101-0047 東京都 千代田区 内神田2-13-9 大学 神田外語大学 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉1-4-1
学校法人 沢学園 290-0167 千葉県 市原市 喜多857 幼稚園 あすなろ幼稚園 290-0167 千葉県 市原市 喜多857
学校法人 佐原みどり学園 287-0001 千葉県 香取市 佐原ロ2114-1 幼稚園 佐原みどり幼稚園 287-0001 千葉県 香取市 佐原ロ2114-1
学校法人 三育学院 298-0297 千葉県 大多喜町 久我原1500 大学 三育学院大学 298-0297 千葉県 大多喜町 久我原1500
学校法人 三育学院 298-0297 千葉県 大多喜町 久我原1500 小学校 三育学院大学付属光風台三育小学校 290-0255 千葉県 市原市 光風台2-535
学校法人 三育学院 298-0297 千葉県 大多喜町 久我原1500 専修学校 専門学校三育学院カレッジ 298-0297 千葉県 大多喜町 久我原1500
学校法人 三育学院 298-0297 千葉県 大多喜町 久我原1500 中学校 三育学院中学校 298-0271 千葉県 大多喜町 中野589
学校法人 山王学園 263-0002 千葉県 千葉市 稲毛区山王町153-2 幼稚園 山王幼稚園 263-0002 千葉県 千葉市 稲毛区山王町153-2
学校法人 三幸学園 113-0033 東京都 文京区 本郷3-23-16 専修学校 千葉医療秘書専門学校 260-0014 千葉県 千葉市 中央区本千葉町8-19
学校法人 三幸学園 113-0033 東京都 文京区 本郷3-23-16 専修学校 千葉ビューティーアンドブライダル専門学校 260-0014 千葉県 千葉市 中央区本千葉町8-16
学校法人 三幸学園 113-0033 東京都 文京区 本郷3-23-16 専修学校 千葉リゾートアンドスポーツ専門学校 260-0014 千葉県 千葉市 中央区本千葉町8-16
学校法人 三幸学園 113-0033 東京都 文京区 本郷3-23-16 専修学校 千葉こども専門学校 260-0014 千葉県 千葉市 中央区本千葉町8-16
学校法人 三星学園 278-0006 千葉県 野田市 柳沢83 幼保 やなぎさわ幼稚園・保育園 278-0006 千葉県 野田市 柳沢83
学校法人 三和学園 290-0202 千葉県 市原市 福増375 幼稚園 福増幼稚園 290-0202 千葉県 市原市 福増375
学校法人 塩田学園 260-0807 千葉県 千葉市 中央区松ヶ丘町611 幼稚園 ひまわり幼稚園 260-0807 千葉県 千葉市 中央区松ヶ丘町611
学校法人 慈恵大学 105-8461 東京都 港区 西新橋3-25-8 専修学校 慈恵柏看護専門学校 277-0004 千葉県 柏市 柏下163-1
学校法人 宍倉学園 264-0032 千葉県 千葉市 若葉区みつわ台4-23-5 幼稚園 みつわ台幼稚園 264-0032 千葉県 千葉市 若葉区みつわ台4-23-5
学校法人 史大学園 299-0105 千葉県 市原市 柏原283-1 幼稚園 志高幼稚園 299-0105 千葉県 市原市 柏原283-1
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学校法人 芝浦工業大学 135-8548 東京都 港区 芝浦3-9-14 高等学校 芝浦工業大学柏高校 277-0033 千葉県 柏市 増尾700
学校法人 芝浦工業大学 135-8548 東京都 港区 芝浦3-9-14 中学校 芝浦工業大学柏中学校 277-0033 千葉県 柏市 増尾700
学校法人 柴学園 270-1359 千葉県 印西市 木刈2-5 幼稚園 きかり幼稚園 270-1359 千葉県 印西市 木刈2-5
学校法人 市藤学園 276-0025 千葉県 八千代市 勝田台南1-4-3 幼稚園 エンゼルガーデン幼稚園 276-0025 千葉県 八千代市 勝田台南1-4-3
学校法人 渋谷教育学園 150-0002 東京都 渋谷区 渋谷1-21-18 高等学校 渋谷教育学園幕張高校 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉1-3
学校法人 渋谷教育学園 150-0002 東京都 渋谷区 渋谷1-21-18 中学校 渋谷教育学園幕張中学校 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉1-3
学校法人 渋谷教育学園 150-0002 東京都 渋谷区 渋谷1-21-18 幼稚園 渋谷教育学園浦安幼稚園 279-0023 千葉県 浦安市 高洲2-3-1
学校法人 島澤学園 142-0063 東京都 品川区 荏原7-18-15 幼稚園 市原うさぎ幼稚園 290-0005 千葉県 市原市 山木136
学校法人 下志津学園 284-0006 千葉県 四街道市 下志津新田2531-9 幼保 四街道さつき幼稚園 284-0006 千葉県 四街道市 下志津新田2531-9
学校法人 集英学園 274-0073 千葉県 船橋市 田喜野井6-20-3 幼稚園 たきのい幼稚園 274-0073 千葉県 船橋市 田喜野井6-20-3
学校法人 順天堂 113-8421 東京都 文京区 本郷2-1-1 大学 順天堂大学（スポーツ健康科学部ほか） 270-1695 千葉県 印西市 平賀学園台1-1
学校法人 順天堂 113-8421 東京都 文京区 本郷2-1-1 大学 順天堂大学（医療看護学部） 279-0023 千葉県 浦安市 高洲2-5-1
学校法人 城西大学 102-0094 東京都 千代田区 紀尾井町3-26 大学 城西国際大学（経営情報学部ほか） 283-8555 千葉県 東金市 求名1
学校法人 城西大学 102-0094 東京都 千代田区 紀尾井町3-26 大学 城西国際大学（観光学部ほか） 299-2862 千葉県 鴨川市 太海1717
学校法人 浄智学園 273-0005 千葉県 船橋市 本町3-36-32 幼稚園 船橋幼稚園 273-0005 千葉県 船橋市 本町3-36-32
学校法人 城南学園 264-0003 千葉県 千葉市 若葉区千城台南2-8-4 幼稚園 千城台南幼稚園 264-0003 千葉県 千葉市 若葉区千城台南2-8-4
準学校法人 翔陽学園 286-0048 千葉県 成田市 公津の杜2-28-4 専修学校 成田航空ビジネス専門学校 286-0048 千葉県 成田市 公津の杜2-28-4
学校法人 翔凜学園 299-1172 千葉県 君津市 三直1348-1 高等学校 翔凜高校 299-1172 千葉県 君津市 三直1348-1
学校法人 翔凜学園 299-1172 千葉県 君津市 三直1348-1 中学校 翔凜中学校 299-1172 千葉県 君津市 三直1348-1
学校法人 昭和学院 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1 短期大学 昭和学院短期大学 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1
学校法人 昭和学院 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1 高等学校 昭和学院高校 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1
学校法人 昭和学院 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1 高等学校 昭和学院秀英高校 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉1-2
学校法人 昭和学院 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1 中学校 昭和学院中学校 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1
学校法人 昭和学院 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1 中学校 昭和学院秀英中学校 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉1-2
学校法人 昭和学院 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1 小学校 昭和学院小学校 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1
学校法人 昭和学院 272-0823 千葉県 市川市 東菅野2-17-1 幼稚園 昭和学院幼稚園 272-0822 千葉県 市川市 宮久保1-3-8
学校法人 白菊育英学園 272-0023 千葉県 市川市 南八幡3-15-1 幼稚園 白菊幼稚園 272-0023 千葉県 市川市 南八幡3-15-1
学校法人 白須賀学園 278-0022 千葉県 野田市 山崎1778-1 幼保 聖華未来のこども園 278-0022 千葉県 野田市 山崎1778-1
学校法人 城徳学園 261-0012 千葉県 千葉市 美浜区磯辺7-16-1 幼稚園 城徳学園いそべ幼稚園 261-0012 千葉県 千葉市 美浜区磯辺7-16-1
学校法人 城徳学園 261-0012 千葉県 千葉市 美浜区磯辺7-16-1 幼稚園 新検見川幼稚園 262-0019 千葉県 千葉市 花見川区朝日ヶ丘5-28-61

学校法人 仁愛学園 260-0801 千葉県 千葉市 中央区仁戸名町205 幼稚園 葵幼稚園 260-0801 千葉県 千葉市 中央区仁戸名町205
学校法人 神栄学園 263-0051 千葉県 千葉市 稲毛区園生町468-1 幼稚園 あやめ台幼稚園 263-0051 千葉県 千葉市 稲毛区園生町468-1
学校法人 神栄学園 263-0051 千葉県 千葉市 稲毛区園生町468-1 幼稚園 あやめ台第二幼稚園 263-0053 千葉県 千葉市 稲毛区柏台1-25
準学校法人 スカイ中村学園 270-1167 千葉県 我孫子市 台田4-1238-15 専修学校 スカイ総合ペット専門学校 270-1167 千葉県 我孫子市 台田4-1238-15
学校法人 杉田学園 286-0018 千葉県 成田市 吾妻3-51 幼稚園 はくと幼稚園 286-0018 千葉県 成田市 吾妻3-51
学校法人 杉森学園 261-0003 千葉県 千葉市 美浜区高浜3-2-1 幼稚園 めぐみ幼稚園 261-0003 千葉県 千葉市 美浜区高浜3-2-1
学校法人 鈴木学園 271-0062 千葉県 松戸市 栄町4-252 幼稚園 さかえ幼稚園 271-0062 千葉県 松戸市 栄町4-252
学校法人 すみれ学園 277-0884 千葉県 柏市 みどり台1-11-1 幼稚園 すみれ幼稚園 277-0884 千葉県 柏市 みどり台1-11-1
学校法人 須和田学園 272-0825 千葉県 市川市 須和田1-20-3 幼稚園 須和田幼稚園 272-0825 千葉県 市川市 須和田1-20-3
学校法人 聖公会聖アンデレ学園 297-0024 千葉県 茂原市 八千代1-11-1 幼稚園 エンゼル幼稚園 297-0024 千葉県 茂原市 八千代1-11-1
学校法人 聖書学園 276-0028 千葉県 八千代市 村上709-1 高等学校 千葉英和高校 276-0028 千葉県 八千代市 村上709-1
学校法人 誠真学園 263-0043 千葉県 千葉市 稲毛区小仲台8-20-1 幼稚園 小中台幼稚園 263-0043 千葉県 千葉市 稲毛区小仲台8-20-1
学校法人 聖泉学院 274-0077 千葉県 船橋市 薬円台4-6-3 幼保 幼保連携型認定こども園大浜幼稚園 274-0077 千葉県 船橋市 薬円台4-6-3
学校法人 清泉学園 276-0028 千葉県 八千代市 村上1122 幼稚園 村上ひかり幼稚園 276-0028 千葉県 八千代市 村上1122
学校法人 清風学園 271-0051 千葉県 松戸市 馬橋2547 幼稚園 清風幼稚園 271-0051 千葉県 松戸市 馬橋2547
学校法人 清峯学園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂3-14-2 幼稚園 真砂白百合幼稚園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂3-14-2
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学校法人 清峯学園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂3-14-2 幼稚園 磯辺白百合幼稚園 261-0012 千葉県 千葉市 美浜区磯辺4-14-1
学校法人 清峯学園 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂3-14-2 専修学校 京葉介護福祉専門学校 260-0834 千葉県 千葉市 中央区今井2-13-1
学校法人 聖メリー学園 263-0016 千葉県 千葉市 稲毛区天台1-7-17 幼稚園 小ばと幼稚園 263-0016 千葉県 千葉市 稲毛区天台1-7-17
学校法人 清麗学園 130-0026 東京都 墨田区 両国2-8-10 幼稚園 原山幼稚園 270-1341 千葉県 印西市 原山2-1461
学校法人 東北外語学園 980-0022 宮城県 仙台市 青葉区五橋2-1-13 幼稚園 坪井幼稚園 274-0062 千葉県 船橋市 坪井町133-1
学校法人 誠和学園 270-1423 千葉県 白井市 南山1-7-2 幼稚園 まこと南山幼稚園 270-1423 千葉県 白井市 南山1-7-2
学校法人 誠和学園 270-1423 千葉県 白井市 南山1-7-2 幼稚園 まこと東幼稚園 264-0032 千葉県 千葉市 若葉区みつわ台2-22-3
学校法人 専修大学松戸高等学校 271-8585 千葉県 松戸市 上本郷2-3621 高等学校 専修大学松戸高校 271-8585 千葉県 松戸市 上本郷2-3621
学校法人 専修大学松戸高等学校 271-8585 千葉県 松戸市 上本郷2-3621 中学校 専修大学松戸中学校 271-8585 千葉県 松戸市 上本郷2-3621
学校法人 専修大学松戸高等学校 271-8585 千葉県 松戸市 上本郷2-3621 幼稚園 専修大学松戸幼稚園 271-8585 千葉県 松戸市 上本郷2-3621
学校法人 栴檀学院 271-0073 千葉県 松戸市 小根本20-16 幼稚園 栴檀幼稚園 270-2261 千葉県 松戸市 常盤平2-31-2
学校法人 栴檀学園 270-2267 千葉県 松戸市 牧の原2-5 幼稚園 牧の原栴檀幼稚園 270-2267 千葉県 松戸市 牧の原2-5
学校法人 千成学園 285-0034 千葉県 佐倉市 千成3-4-3 幼保 幼保連携型認定こども園千成幼稚園 285-0034 千葉県 佐倉市 千成3-4-3
学校法人 千宏学園 273-0112 千葉県 鎌ヶ谷市 東中沢3-5-1 幼稚園 みちる幼稚園 273-0112 千葉県 鎌ヶ谷市 東中沢3-5-1
学校法人 ソーパル記念学園 286-0116 千葉県 成田市 三里塚1-674 幼稚園 三里塚幼稚園 286-0116 千葉県 成田市 三里塚御料1-674
学校法人 ソフィア学園 272-0024 千葉県 市川市 稲荷木3-22-5 幼稚園 ソフィア幼稚園 272-0024 千葉県 市川市 稲荷木3-22-5
学校法人 染谷学園 277-0052 千葉県 柏市 増尾台4-6-60 幼保 認定こども園第二ますお幼稚園 277-0052 千葉県 柏市 増尾台4-6-60
学校法人 大巌寺学園 260-0812 千葉県 千葉市 中央区大巌寺町186 幼稚園 大巌寺幼稚園 260-0812 千葉県 千葉市 中央区大巌寺町186
学校法人 太子学園 286-0202 千葉県 富里市 日吉倉483 幼稚園 太子幼稚園 286-0202 千葉県 富里市 日吉倉483
学校法人 大乗淑徳学園 174-8645 東京都 板橋区 前野町5-5-2 大学 淑徳大学（総合福祉学部ほか） 260-8701 千葉県 千葉市 中央区大巌寺町200
学校法人 大乗淑徳学園 174-8645 東京都 板橋区 前野町5-5-2 大学 淑徳大学（看護栄養学部） 260-8703 千葉県 千葉市 中央区仁戸名町673
学校法人 高木学園 270-2213 千葉県 松戸市 五香8-1-9 幼稚園 英幼稚園 270-1434 千葉県 白井市 大山口2-2-2
学校法人 高木学園 270-2213 千葉県 松戸市 五香8-1-9 幼稚園 高木幼稚園 270-2213 千葉県 松戸市 五香8-1-9
学校法人 高嶋学園 276-0015 千葉県 八千代市 米本1394-1 幼稚園 米本幼稚園 276-0015 千葉県 八千代市 米本1394-1
学校法人 高塚わかば学園 270-2222 千葉県 松戸市 高塚新田144 幼稚園 高塚わかば幼稚園 270-2222 千葉県 松戸市 高塚新田144
学校法人 高根学園 274-0065 千葉県 船橋市 高根台7-17-3 幼稚園 木戸脇幼稚園 274-0065 千葉県 船橋市 高根台7-17-3
学校法人 高橋学園 283-0005 千葉県 東金市 田間1999 高等学校 千葉学芸高校 283-0005 千葉県 東金市 田間1999
学校法人 高柳学園 292-0014 千葉県 木更津市 高柳2-11-9 幼稚園 高柳幼稚園 292-0014 千葉県 木更津市 高柳2-11-9
学校法人 たから学園 289-1622 千葉県 芝山町 宝馬21-4 幼稚園 みつば幼稚園 289-1622 千葉県 芝山町 宝馬21-4
準学校法人 瀧澤学園 264-0026 千葉県 千葉市 若葉区西都賀1-11-11 専修学校 千葉モードビジネス専門学校 264-0026 千葉県 千葉市 若葉区西都賀1-11-11
学校法人 田口学園 274-0067 千葉県 船橋市 大穴南3-8-12 幼稚園 すずみ幼稚園 274-0067 千葉県 船橋市 大穴南3-8-12
学校法人 田久保学園 275-0017 千葉県 習志野市 藤崎6-20-22 幼稚園 みのり第二幼稚園 274-0816 千葉県 船橋市 芝山2-5-17
学校法人 田久保学園 275-0017 千葉県 習志野市 藤崎6-20-22 幼稚園 習志野みのり幼稚園 275-0017 千葉県 習志野市 藤崎6-20-22
学校法人 田久保学園 275-0017 千葉県 習志野市 藤崎6-20-22 幼保 みのりつくしこども園 275-0017 千葉県 習志野市 藤崎6-6-13
学校法人 武田学園 277-0945 千葉県 柏市 しいの木台4-1-2 幼稚園 晴山幼稚園 277-0945 千葉県 柏市 しいの木台4-1-2
学校法人 たちばな学園 270-2224 千葉県 松戸市 大橋766 幼稚園 本源寺幼稚園 270-2224 千葉県 松戸市 大橋766
学校法人 館山白百合学園 294-0056 千葉県 館山市 船形802 幼稚園 館山白百合幼稚園 294-0056 千葉県 館山市 船形802
学校法人 田中学園 273-0042 千葉県 船橋市 前貝塚町645 幼稚園 清和幼稚園 273-0042 千葉県 船橋市 前貝塚町645
学校法人 ちぐさ学園 276-0045 千葉県 八千代市 大和田242-1 幼稚園 ちぐさ幼稚園 276-0045 千葉県 八千代市 大和田242-1
学校法人 築葉根学園 272-0811 千葉県 市川市 北方町4-2171 幼稚園 築葉根幼稚園 272-0811 千葉県 市川市 北方町4-2171
学校法人 千葉学園 272-8512 千葉県 市川市 国府台1-3-1 大学 千葉商科大学 272-8512 千葉県 市川市 国府台1-3-1
学校法人 千葉学園 272-8512 千葉県 市川市 国府台1-3-1 高等学校 千葉商科大学付属高校 272-0835 千葉県 市川市 中国分2-10-1
学校法人 千葉学研 264-0021 千葉県 千葉市 若葉区若松町401 幼稚園 若松台幼稚園 264-0021 千葉県 千葉市 若葉区若松町401
学校法人 千葉敬愛学園 263-8588 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-5-21 大学 敬愛大学 263-8588 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-5-21
学校法人 千葉敬愛学園 263-8588 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-5-21 短期大学 千葉敬愛短期大学 285-8567 千葉県 佐倉市 山王1-9
学校法人 千葉敬愛学園 263-8588 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-5-21 高等学校 千葉敬愛高校 284-0005 千葉県 四街道市 四街道1522
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学校法人 千葉敬愛学園 263-8588 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-5-21 高等学校 敬愛学園高校 263-0024 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-5-21
学校法人 千葉敬愛学園 263-8588 千葉県 千葉市 稲毛区穴川1-5-21 幼稚園 認定こども園千葉敬愛短期大学附属幼稚園 261-0004 千葉県 千葉市 美浜区高洲2-2-16
学校法人 千葉経済学園 263-8585 千葉県 千葉市 稲毛区轟町4-3-30 大学 千葉経済大学 263-0021 千葉県 千葉市 稲毛区轟町3-59-5
学校法人 千葉経済学園 263-8585 千葉県 千葉市 稲毛区轟町4-3-30 短期大学 千葉経済大学短期大学部 263-0021 千葉県 千葉市 稲毛区轟町3-59-5
学校法人 千葉経済学園 263-8585 千葉県 千葉市 稲毛区轟町4-3-30 高等学校 千葉経済大学附属高校 263-8585 千葉県 千葉市 稲毛区轟町4-3-30
学校法人 千葉工業大学 275-0016 千葉県 習志野市 津田沼2-17-1 大学 千葉工業大学 275-0016 千葉県 習志野市 津田沼2-17-1
学校法人 千葉白菊学園 261-0001 千葉県 千葉市 美浜区幸町2-12-8 幼稚園 千葉白菊幼稚園 261-0001 千葉県 千葉市 美浜区幸町2-12-8
学校法人 千葉鷹野学園 276-0023 千葉県 八千代市 勝田台2-15 幼稚園 勝田台幼稚園 276-0023 千葉県 八千代市 勝田台2-15
学校法人 千葉武陽学園 270-0235 千葉県 野田市 尾崎2241-2 高等学校 西武台千葉高校 270-0235 千葉県 野田市 尾崎2241-2
学校法人 千葉武陽学園 270-0235 千葉県 野田市 尾崎2241-2 中学校 西武台千葉中学校 270-0235 千葉県 野田市 尾崎2241-2
学校法人 千葉花園学園 263-0025 千葉県 千葉市 稲毛区穴川町375 幼稚園 穴川花園幼稚園 263-0025 千葉県 千葉市 稲毛区穴川町375
学校法人 千葉明徳学園 260-8685 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412 短期大学 千葉明徳短期大学 260-8685 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412
学校法人 千葉明徳学園 260-8685 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412 高等学校 千葉明徳高校 260-8685 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412
学校法人 千葉明徳学園 260-8685 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412 中学校 千葉明徳中学校 260-8685 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412
学校法人 千葉明徳学園 260-8685 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412 幼保 明徳やちまたこども園 289-1115 千葉県 八街市 八街ほ559-2
学校法人 千葉明徳学園 260-0814 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412 幼稚園 千葉明徳短期大学附属幼稚園 260-0814 千葉県 千葉市 中央区南生実町1412
学校法人 千葉黎明学園 289-1115 千葉県 八街市 八街ほ625 高等学校 千葉黎明高校 289-1115 千葉県 八街市 八街ほ625
学校法人 中央学院 270-1196 千葉県 我孫子市 久寺家451 大学 中央学院大学 270-1196 千葉県 我孫子市 久寺家451
学校法人 中央学院 270-1196 千葉県 我孫子市 久寺家451 高等学校 中央学院高校 270-1131 千葉県 我孫子市 都部765
準学校法人 中央技術学園 270-1431 千葉県 白井市 根字大山口1920-7 専修学校 (専)中央自動車大学校 270-1431 千葉県 白井市 根字大山口1920-7
学校法人 中央国際学園 299-5102 千葉県 御宿町 久保1528 高等学校 中央国際高校 299-5102 千葉県 御宿町 久保1528
学校法人 月影学園 270-0237 千葉県 野田市 中里492-1 幼稚園 月影幼稚園 270-0237 千葉県 野田市 中里492-1
学校法人 つぼみ学園 284-0001 千葉県 四街道市 大日197 幼稚園 つぼみ幼稚園 284-0001 千葉県 四街道市 大日197
学校法人 鶴岡学園 270-0027 千葉県 松戸市 二ツ木1692 幼稚園 二三ヶ丘幼稚園 270-0027 千葉県 松戸市 二ツ木1692
学校法人 帝京平成大学 170-8445 東京都 豊島区 東池袋2-51-4 大学 帝京平成大学（医療スポーツ学科ほか） 290-0193 千葉県 市原市 うるいど南4-1
学校法人 帝京平成大学 170-8445 東京都 豊島区 東池袋2-51-4 大学 帝京平成大学（看護学科） 290-0192 千葉県 市原市 ちはら台西6-19
学校法人 鉄蕉館 296-0001 千葉県 鴨川市 横渚462 専修学校 亀田医療技術専門学校 296-0041 千葉県 鴨川市 東町1343-4
学校法人 鉄蕉館 296-0001 千葉県 鴨川市 横渚462 大学 亀田医療大学 296-0001 千葉県 鴨川市 横渚462
学校法人 天神学園 270-1327 千葉県 印西市 大森2428-13 幼稚園 天神幼稚園 270-1327 千葉県 印西市 大森2428-13
学校法人 天神学園 270-1327 千葉県 印西市 大森2428-13 幼稚園 小林天神幼稚園 270-1313 千葉県 印西市 小林北3-3-13
学校法人 東海大学 151-8677 東京都 渋谷区 富ヶ谷2-28-4 高等学校 東海大学付属市原望洋高校 290-0011 千葉県 市原市 能満1531
学校法人 東海大学 151-8677 東京都 渋谷区 富ヶ谷2-28-4 高等学校 東海大学付属浦安高校 279-8558 千葉県 浦安市 東野3-11-1
学校法人 東海大学 151-8677 東京都 渋谷区 富ヶ谷2-28-4 中学校 東海大学付属浦安高等学校中等部 279-8558 千葉県 浦安市 東野3-11-1
学校法人 東金教会学園 283-0802 千葉県 東金市 東金1391-2 幼稚園 ときがね幼稚園 283-0802 千葉県 東金市 東金1391-2
学校法人 東京キリスト教学園 270-1347 千葉県 印西市 内野3-301-5-1 大学 東京基督教大学 270-1347 千葉県 印西市 内野3-301-5-1
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 大学 聖徳大学 271-8555 千葉県 松戸市 岩瀬550
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 短期大学 聖徳大学短期大学部 271-8555 千葉県 松戸市 岩瀬550
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 高等学校 聖徳大学附属女子高校 270-2223 千葉県 松戸市 秋山600
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 中学校 聖徳大学附属女子中学校 270-2223 千葉県 松戸市 秋山600
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 小学校 聖徳大学附属小学校 270-2223 千葉県 松戸市 秋山600
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 幼稚園 聖徳大学附属成田幼稚園 286-0015 千葉県 成田市 中台3-8
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 幼稚園 聖徳大学附属幼稚園 271-8555 千葉県 松戸市 岩瀬550
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 幼稚園 聖徳大学附属第二幼稚園 270-0021 千葉県 松戸市 小金原7-14
学校法人 東京聖徳学園 108-0073 東京都 港区 三田3-4-28 幼稚園 聖徳大学附属浦安幼稚園 279-0013 千葉県 浦安市 日の出5-4-2
学校法人 東京女子医科大学 162-8666 東京都 新宿区 河田町8-1 (助産)東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 千葉県 八千代市 大和田新田477-96
学校法人 東京聖栄大学 124-8530 東京都 葛飾区 西新小岩1-4-6 幼稚園 東京聖栄大学附属わたなべ幼稚園 273-0122 千葉県 鎌ヶ谷市 東初富5-25-16
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学校法人 東京成徳学園 114-8526 東京都 北区 豊島8-26-9 大学 東京成徳大学 276-0013 千葉県 八千代市 保品字中台谷2014
学校法人 東京電機大学 120-0026 東京都 足立区 千住旭町5 大学 東京電機大学 270-1382 千葉県 印西市 武西学園台2-1200
学校法人 東京農業大学 156-8502 東京都 世田谷区 桜丘1-1-1 大学 東京情報大学 265-8501 千葉県 千葉市 若葉区御成台4-1
学校法人 東京理科大学 162-8601 東京都 新宿区 神楽坂1-3 大学 東京理科大学 278-8510 千葉県 野田市 山崎2641
学校法人 東邦大学 143-8540 東京都 大田区 大森西5-21-16 大学 東邦大学 274-8510 千葉県 船橋市 三山2-2-1
学校法人 東邦大学 143-8540 東京都 大田区 大森西5-21-16 高等学校 東邦大学付属東邦高校 275-8511 千葉県 習志野市 泉町2-1-37
学校法人 東邦大学 143-8540 東京都 大田区 大森西5-21-16 中学校 東邦大学付属東邦中学校 275-8511 千葉県 習志野市 泉町2-1-37
準学校法人 東洋理容美容学園 260-0033 千葉県 千葉市 中央区春日2-17-12 専修学校 東洋理容美容専門学校 260-0033 千葉県 千葉市 中央区春日2-17-12
準学校法人 東和学園 290-0066 千葉県 市原市 五所1705 専修学校 東和ＩＴ専門学校 290-0066 千葉県 市原市 五所1705
学校法人 土岐学園 263-0023 千葉県 千葉市 稲毛区緑町1-5-17 幼稚園 土岐幼稚園 263-0023 千葉県 千葉市 稲毛区緑町1-5-17
学校法人 土岐学園 263-0023 千葉県 千葉市 稲毛区緑町1-5-17 専修学校 中央介護福祉専門学校 263-0023 千葉県 千葉市 稲毛区緑町1-5-17
学校法人 時任学園 270-1616 千葉県 印西市 岩戸3315 高等学校 時任学園中等教育学校（後期課程） 270-1616 千葉県 印西市 岩戸3315
学校法人 時任学園 270-1616 千葉県 印西市 岩戸3315 中学校 時任学園中等教育学校（前期課程） 270-1616 千葉県 印西市 岩戸3315
学校法人 常盤平学園 270-2261 千葉県 松戸市 常盤平2-21 幼稚園 常盤平幼稚園 270-2261 千葉県 松戸市 常盤平2-21
学校法人 富里学園 286-0221 千葉県 富里市 七栄647-41 幼稚園 末広幼稚園 286-0221 千葉県 富里市 七栄647-41
学校法人 戸村学園 273-0046 千葉県 船橋市 上山町3-512 幼稚園 コスモス幼稚園 273-0046 千葉県 船橋市 上山町3-512
学校法人 戸村学園 273-0046 千葉県 船橋市 上山町3-512 幼稚園 第二コスモス幼稚園 284-0015 千葉県 四街道市 千代田1-30
学校法人 朋徳学園 264-0033 千葉県 千葉市 若葉区都賀の台4-26-15 幼稚園 都賀の台幼稚園 264-0033 千葉県 千葉市 若葉区都賀の台4-26-15
学校法人 長生学園 299-4122 千葉県 茂原市 吉井上128 高等学校 茂原北陵高校 299-4122 千葉県 茂原市 吉井上128
学校法人 長生学園 299-4122 千葉県 茂原市 吉井上128 幼稚園 長生学園幼稚園 297-0121 千葉県 長南町 長南379
学校法人 長生学園 299-4122 千葉県 茂原市 吉井上128 幼稚園 千代田幼稚園 284-0015 千葉県 四街道市 千代田5-65
学校法人 中島学園 273-0034 千葉県 船橋市 二子町498 幼稚園 船橋ひかり幼稚園 273-0034 千葉県 船橋市 二子町498
学校法人 長戸路学園 289-2143 千葉県 匝瑳市 八日市場ロ390 高等学校 敬愛大学八日市場高校 289-2143 千葉県 匝瑳市 八日市場ロ390
学校法人 長戸路学園 289-2143 千葉県 匝瑳市 八日市場ロ390 高等学校 横芝敬愛高校 289-1733 千葉県 横芝光町 栗山4508
学校法人 中野学園 270-1122 千葉県 我孫子市 中里515 幼稚園 若草幼稚園 270-1122 千葉県 我孫子市 中里515
学校法人 長浜学園 273-0103 千葉県 鎌ヶ谷市 丸山2-11-1 幼稚園 鎌ヶ谷さくら幼稚園 273-0103 千葉県 鎌ヶ谷市 丸山2-11-1
準学校法人 中村学園 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-14-3 専修学校 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-11-12
準学校法人 中村学園 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-14-3 専修学校 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-14-13
準学校法人 中村学園 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-14-3 専修学校 ジェイ　ヘアメイク専門学校 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-11-5
準学校法人 中村学園 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-14-3 専修学校 アイ　エステティック専門学校 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-14-3
準学校法人 中村学園 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-14-3 専修学校 ハッピー製菓調理専門学校 260-0021 千葉県 千葉市 中央区新宿2-6-21
学校法人 中山学園 273-0005 千葉県 船橋市 本町3-34-10 高等学校 中山学園高等学校 273-0005 千葉県 船橋市 本町3-34-10
学校法人 中山学園 273-0005 千葉県 船橋市 本町3-34-10 専修学校 ユニバーサルビューティーカレッジ 273-0005 千葉県 船橋市 本町3-5-3
学校法人 なかよし学園 274-0816 千葉県 船橋市 芝山3-10-9 幼稚園 栄光幼稚園 274-0816 千葉県 船橋市 芝山3-10-9
学校法人 なごみ学園 271-0044 千葉県 松戸市 西馬橋2-6-23 幼稚園 いわさき幼稚園 271-0044 千葉県 松戸市 西馬橋2-6-23
学校法人 なごみ学園 271-0044 千葉県 松戸市 西馬橋2-6-23 幼稚園 いわさき第二幼稚園 271-0043 千葉県 松戸市 旭町2-300
学校法人 浪川学園 289-2613 千葉県 旭市 後草1516 幼稚園 うなかみ幼稚園 289-2613 千葉県 旭市 後草1516
学校法人 成田山教育財団 286-0028 千葉県 成田市 幸町446-1 高等学校 成田高校 286-0023 千葉県 成田市 成田27
学校法人 成田山教育財団 286-0028 千葉県 成田市 幸町446-1 中学校 成田高等学校付属中学校 286-0023 千葉県 成田市 成田27
学校法人 成田山教育財団 286-0028 千葉県 成田市 幸町446-1 小学校 成田高等学校付属小学校 286-0024 千葉県 成田市 田町10
学校法人 成田山教育財団 286-0028 千葉県 成田市 幸町446-1 幼稚園 成田幼稚園 286-0032 千葉県 成田市 上町633-2
学校法人 成田山教育財団 286-0028 千葉県 成田市 幸町446-1 幼稚園 はぼたん幼稚園 286-0036 千葉県 成田市 加良部1-11
学校法人 二階堂学園 157-0061 東京都 世田谷区 北烏山8-19-1 高等学校 我孫子二階堂高校 270-1163 千葉県 我孫子市 久寺家479-1
学校法人 二階堂学園 157-0061 東京都 世田谷区 北烏山8-19-1 幼稚園 二階堂幼稚園 270-1163 千葉県 我孫子市 久寺家479-1
学校法人 西川学園 290-0255 千葉県 市原市 光風台3-162 幼稚園 光風台中央幼稚園 290-0255 千葉県 市原市 光風台3-162
学校法人 西郡学園 266-0005 千葉県 千葉市 緑区誉田町1-1007 幼稚園 ほまれ幼稚園 266-0005 千葉県 千葉市 緑区誉田町1-1007
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学校法人 西沢学園 263-0031 千葉県 千葉市 稲毛区稲毛東1-14-13 幼稚園 稲毛すみれ幼稚園 263-0031 千葉県 千葉市 稲毛区稲毛東1-14-13
学校法人 西村学園 270-1344 千葉県 印西市 松崎517 幼稚園 印西しおん幼稚園 270-1344 千葉県 印西市 松崎517
学校法人 二松学舎 102-8336 東京都 千代田区 三番町6-16 高等学校 二松学舎大学附属柏高校 277-0902 千葉県 柏市 大井2590
学校法人 二松学舎 102-8336 東京都 千代田区 三番町6-16 大学 二松学舎大学 277-8585 千葉県 柏市 大井2590
学校法人 二松学舎 102-8336 東京都 千代田区 三番町6-16 中学校 二松学舎大学附属柏中学校 277-0902 千葉県 柏市 大井2590
準学校法人 日栄学園 287-0217 千葉県 成田市 桜田296-38 専修学校 専門学校日本自動車大学校 287-0217 千葉県 成田市 桜田296-38
準学校法人 日建千葉学園 260-0031 千葉県 千葉市 中央区新千葉2-20-1 専修学校 千葉日建工科専門学校 260-0031 千葉県 千葉市 中央区新千葉2-20-1
学校法人 日通学園 301-8555 茨城県 龍ヶ崎市 平畑120 高等学校 流通経済大学付属柏高校 277-0872 千葉県 柏市 十余二1-20
学校法人 日通学園 301-8555 茨城県 龍ヶ崎市 平畑120 大学 流通経済大学 270-8555 千葉県 松戸市 新松戸3-2-1
学校法人 日本医科大学 113-8602 東京都 文京区 千駄木1-1-5 専修学校 日本医科大学看護専門学校 270-1613 千葉県 印西市 鎌苅1955
学校法人 日本体育大学 158-0081 東京都 世田谷区 深沢7-1-1 高等学校 日本体育大学柏高校 277-0008 千葉県 柏市 戸張944
学校法人 日本大学 102-8275 東京都 千代田区 九段南4-8-24 大学 日本大学（理工学部） 274-8501 千葉県 船橋市 習志野台7-24-1
学校法人 日本大学 102-8275 東京都 千代田区 九段南4-8-24 大学 日本大学（生産工学部） 275-8575 千葉県 習志野市 泉町1-2-1
学校法人 日本大学 102-8275 東京都 千代田区 九段南4-8-24 大学 日本大学（生産工学部） 275-8576 千葉県 習志野市 新栄2-11-1
学校法人 日本大学 102-8275 東京都 千代田区 九段南4-8-24 大学 日本大学（松戸歯学部） 271-8587 千葉県 松戸市 栄町西2-870-1
学校法人 日本大学 102-8275 東京都 千代田区 九段南4-8-24 大学 日本大学（薬学部） 274-8555 千葉県 船橋市 習志野台7-7-1
学校法人 日本大学 102-8275 東京都 千代田区 九段南4-8-24 短期大学 日本大学短期大学部 274-8501 千葉県 船橋市 習志野台7-24-1
学校法人 日本大学 102-8275 東京都 千代田区 九段南4-8-24 高等学校 日本大学習志野高校 274-8504 千葉県 船橋市 習志野台7-24-24
学校法人 日本大学 102-8275 東京都 千代田区 九段南4-8-24 専修学校 日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 271-8587 千葉県 松戸市 栄町西2-870-1
学校法人 日本大学第一学園 130-0015 東京都 墨田区 横網1-5-2 高等学校 千葉日本大学第一高校 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台8-34-1
学校法人 日本大学第一学園 130-0015 東京都 墨田区 横網1-5-2 中学校 千葉日本大学第一中学校 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台8-34-1
学校法人 日本大学第一学園 130-0015 東京都 墨田区 横網1-5-2 小学校 千葉日本大学第一小学校 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台8-34-2
学校法人 ねごや学園 272-0832 千葉県 市川市 曽谷1-4-1 幼稚園 曽谷幼稚園 272-0832 千葉県 市川市 曽谷1-4-1
学校法人 根本学園 270-0134 千葉県 流山市 長崎2-629 幼稚園 八木幼稚園 270-0134 千葉県 流山市 長崎2-629
学校法人 能勢学園 261-0003 千葉県 千葉市 美浜区高浜1-8-2 幼稚園 高浜幼稚園 261-0003 千葉県 千葉市 美浜区高浜1-8-2
学校法人 野田鎌田学園 278-0037 千葉県 野田市 野田389-1 高等学校 あずさ第一高等学校 278-0037 千葉県 野田市 野田405-1
学校法人 野田鎌田学園 278-0037 千葉県 野田市 野田389-1 専修学校 野田鎌田学園高等専修学校 278-0037 千葉県 野田市 野田389-1
学校法人 野田小島学園 278-0054 千葉県 野田市 五木341-5 幼稚園 岩木幼稚園 278-0054 千葉県 野田市 五木341-5
学校法人 野乃花学園 274-0805 千葉県 船橋市 二和東6-23-21 幼保 二和ひつじ幼稚園 274-0805 千葉県 船橋市 二和東6-23-21
学校法人 ばすてとなかやま 272-0035 千葉県 市川市 新田4-15-27 幼稚園 共立幼稚園 272-0035 千葉県 市川市 新田4-15-27
学校法人 羽田学園 261-0004 千葉県 千葉市 美浜区高洲1-1-20 幼稚園 千葉さざなみ幼稚園 261-0004 千葉県 千葉市 美浜区高洲1-1-20
学校法人 畑佐学園 274-0822 千葉県 船橋市 飯山満町1-640 幼稚園 神明幼稚園 274-0822 千葉県 船橋市 飯山満町1-640

学校法人 畠山学園 260-0824 千葉県 千葉市 中央区浜野町1252-4 幼保 認定こども園はまの幼稚園 260-0824 千葉県 千葉市
中央区浜野町1252-4
中央区浜野町663-1

学校法人 畠山学園 260-0824 千葉県 千葉市 中央区浜野町1252-4 幼保 幼保連携型認定こども園白梅幼稚園 266-0005 千葉県 千葉市 緑区誉田町2-24
学校法人 服部学園 276-0046 千葉県 八千代市 大和田新田76-38 幼稚園 若葉ナースリ・スクール幼稚園 276-0046 千葉県 八千代市 大和田新田76-38
学校法人 服部学園 276-0046 千葉県 八千代市 大和田新田76-38 幼保 認定こども園八千代わかば幼稚園 276-0031 千葉県 八千代市 八千代台北7-9-4
学校法人 初穂学園 277-0033 千葉県 柏市 増尾1-10-7 幼稚園 ますお幼稚園 277-0033 千葉県 柏市 増尾1-10-7
学校法人 花沢学園 260-0014 千葉県 千葉市 中央区本千葉町10-23 高等学校 明聖高校 260-0014 千葉県 千葉市 中央区本千葉町10-23
学校法人 花沢学園 260-0014 千葉県 千葉市 中央区本千葉町10-23 専修学校 千葉デザイナー学院 260-0031 千葉県 千葉市 中央区新千葉3-1-6
学校法人 花島学園 276-0028 千葉県 八千代市 村上1122 幼稚園 はなしま幼稚園 276-0028 千葉県 八千代市 村上1122
学校法人 浜田学園 260-0001 千葉県 千葉市 中央区都町1-46-22 幼稚園 都幼稚園 260-0001 千葉県 千葉市 中央区都町1-46-22
学校法人 林学園 274-0822 千葉県 船橋市 飯山満町3-1716-2 幼稚園 飯山満幼稚園 274-0822 千葉県 船橋市 飯山満町3-1716-2
学校法人 原木学園 272-0004 千葉県 市川市 原木1-8-1 幼稚園 原木幼稚園 272-0004 千葉県 市川市 原木1-8-1
準学校法人 パリ美容国際学園 260-0854 千葉県 千葉市 中央区長洲1-15-12 専修学校 パリ総合美容専門学校柏校 277-0005 千葉県 柏市 柏3-4-7
準学校法人 パリ美容国際学園 260-0854 千葉県 千葉市 中央区長洲1-15-12 専修学校 パリ総合美容専門学校千葉校 260-0854 千葉県 千葉市 中央区長洲1-15-12
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学校法人 東葛学園 277-0872 千葉県 柏市 十余二248 幼稚園 柏さくら幼稚園 277-0872 千葉県 柏市 十余二248
学校法人 東千学園 284-0023 千葉県 四街道市 みそら4-16-1 幼稚園 みそら幼稚園 284-0023 千葉県 四街道市 みそら4-16-1
学校法人 光学園 270-1153 千葉県 我孫子市 緑2-3-1 幼稚園 ひかり幼稚園 270-1153 千葉県 我孫子市 緑2-3-1
学校法人 光学園 270-1153 千葉県 我孫子市 緑2-3-1 幼稚園 湖北台幼稚園 270-1132 千葉県 我孫子市 湖北台8-10-2
学校法人 光学園 270-1153 千葉県 我孫子市 緑2-3-1 幼稚園 つくしの幼稚園 270-1164 千葉県 我孫子市 つくし野6-23-10
学校法人 光町学園 289-1727 千葉県 横芝光町 宮川5638-1 幼稚園 認定こども園光町中央幼稚園 289-1727 千葉県 横芝光町 宮川5638-1
学校法人 光の子学園 290-0003 千葉県 市原市 辰巳台東3-11 幼稚園 光の子幼稚園 290-0003 千葉県 市原市 辰巳台東3-11
学校法人 聖明学園 274-0064 千葉県 船橋市 松が丘4-32-1 幼稚園 古和釜幼稚園 274-0064 千葉県 船橋市 松が丘4-32-1
学校法人 秀明学園 350-1175 埼玉県 川越市 笠幡4792 大学 秀明大学 276-0003 千葉県 八千代市 大学町1-1
学校法人 秀明学園 350-1175 埼玉県 川越市 笠幡4792 高等学校 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高校 276-0007 千葉県 八千代市 桑橋803
学校法人 秀明学園 350-1175 埼玉県 川越市 笠幡4792 中学校 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 276-0007 千葉県 八千代市 桑橋803
学校法人 ひなぎく学園 273-0021 千葉県 船橋市 海神4-29-10 幼稚園 ひなぎく幼稚園 273-0021 千葉県 船橋市 海神4-29-10
学校法人 ひので学園 270-2261 千葉県 松戸市 常盤平7-18-2 幼稚園 ひので幼稚園 270-2261 千葉県 松戸市 常盤平7-18-2
学校法人 日出学園 272-0824 千葉県 市川市 菅野3-23-1 高等学校 日出学園高校 272-0824 千葉県 市川市 菅野3-23-1
学校法人 日出学園 272-0824 千葉県 市川市 菅野3-23-1 中学校 日出学園中学校 272-0824 千葉県 市川市 菅野3-23-1
学校法人 日出学園 272-0824 千葉県 市川市 菅野3-23-1 小学校 日出学園小学校 272-0824 千葉県 市川市 菅野3-23-1
学校法人 日出学園 272-0824 千葉県 市川市 菅野3-23-1 幼稚園 日出学園幼稚園 272-0824 千葉県 市川市 菅野2-21-12
準学校法人 日栄学園 299-0265 千葉県 袖ケ浦市 長浦拓2号580-258 専修学校 千葉県自動車整備専門学校 299-0265 千葉県 袖ケ浦市 長浦拓2号580-258
学校法人 ひまわり学園 290-0056 千葉県 市原市 五井6469 幼稚園 五井ひまわり幼稚園 290-0056 千葉県 市原市 五井6469
学校法人 百谷学園 292-0041 千葉県 木更津市 清見台東3-11-1 幼稚園 百谷学園幼稚園 292-0041 千葉県 木更津市 清見台東3-11-1
学校法人 日吉台学園 286-0201 千葉県 富里市 日吉台5-25 幼稚園 日吉台幼稚園 286-0201 千葉県 富里市 日吉台5-25
学校法人 平岡学園 275-0026 千葉県 習志野市 谷津5-20-5 幼稚園 第一くるみ幼稚園 275-0026 千葉県 習志野市 谷津5-20-5
学校法人 平岡学園 275-0026 千葉県 習志野市 谷津5-20-5 幼保 幼保連携型認定こども園佐倉くるみ幼稚園 285-0813 千葉県 佐倉市 石川551-1
学校法人 平田学園 272-8567 千葉県 市川市 菅野3-24-1 高等学校 国府台女子学院高等部 272-8567 千葉県 市川市 菅野3-24-1
学校法人 平田学園 272-8567 千葉県 市川市 菅野3-24-1 中学校 国府台女子学院中学部 272-8567 千葉県 市川市 菅野3-24-1
学校法人 平田学園 272-8567 千葉県 市川市 菅野3-24-1 小学校 国府台女子学院小学部 272-8567 千葉県 市川市 菅野3-24-1
学校法人 平野学園 273-0031 千葉県 船橋市 西船2-32-25 幼稚園 西船幼稚園 273-0031 千葉県 船橋市 西船2-32-25
学校法人 廣池学園 277-0065 千葉県 柏市 光ヶ丘2-1-1 大学 麗澤大学 277-0065 千葉県 柏市 光ヶ丘2-1-1
学校法人 廣池学園 277-0065 千葉県 柏市 光ヶ丘2-1-1 高等学校 麗澤高校 277-0065 千葉県 柏市 光ヶ丘2-1-1
学校法人 廣池学園 277-0065 千葉県 柏市 光ヶ丘2-1-1 中学校 麗澤中学校 277-0065 千葉県 柏市 光ヶ丘2-1-1
学校法人 廣池学園 277-0065 千葉県 柏市 光ヶ丘2-1-1 幼稚園 麗澤幼稚園 277-0065 千葉県 柏市 光ヶ丘2-1-1
学校法人 広瀬学園 276-0015 千葉県 八千代市 米本2205 幼稚園 第二八千代幼稚園 276-0015 千葉県 八千代市 米本2205
学校法人 広田学園 262-0001 千葉県 千葉市 花見川区横戸町857 幼稚園 こてはし台幼稚園 262-0001 千葉県 千葉市 花見川区横戸町857
準学校法人 巨樹の会 811-0213 福岡県 福岡市 東区和白丘2-1-12 専修学校 八千代リハビリテーション学院 276-0031 千葉県 八千代市 八千代台北11-1-30
学校法人 福寿学園 277-0941 千葉県 柏市 高柳1364 幼稚園 沼南幼稚園 277-0941 千葉県 柏市 高柳1364
学校法人 藤学園 285-0037 千葉県 佐倉市 本町54 幼稚園 慈光幼稚園 285-0037 千葉県 佐倉市 本町54
学校法人 藤樫学園 271-0096 千葉県 松戸市 下矢切140 幼稚園 矢切幼稚園 271-0096 千葉県 松戸市 下矢切140
学校法人 ふじたに学園 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台6-11-22 幼稚園 船橋いづみ幼稚園 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台6-11-22
学校法人 藤谷学園 299-0118 千葉県 市原市 椎津2238-11 幼稚園 市原ふじ幼稚園 299-0118 千葉県 市原市 椎津2238-11
学校法人 藤谷学園 299-0118 千葉県 市原市 椎津2238-11 幼稚園 市原みのり幼稚園 299-0127 千葉県 市原市 桜台3-7-1
学校法人 富津学園 293-0001 千葉県 富津市 大堀1618 幼稚園 明澄幼稚園 293-0001 千葉県 富津市 大堀1618
学校法人 船橋学園 274-0822 千葉県 船橋市 飯山満町2-665-1 高等学校 東葉高校 274-0822 千葉県 船橋市 飯山満町2-665-1
学校法人 船橋高橋学園 274-0822 千葉県 船橋市 飯山満町2-666 幼保 認定こども園不二幼稚園 274-0822 千葉県 船橋市 飯山満町2-666
学校法人 船橋雙葉学園 273-0013 千葉県 船橋市 若松2-3-3 幼稚園 若松幼稚園 273-0013 千葉県 船橋市 若松2-3-3
学校法人 古川学園 261-0001 千葉県 千葉市 美浜区幸町2-9-3 幼稚園 あいりす幼稚園 261-0001 千葉県 千葉市 美浜区幸町2-9-3
学校法人 文化学園 264-0028 千葉県 千葉市 若葉区桜木4-16-38 幼稚園 八街文化幼稚園 289-1115 千葉県 八街市 八街ほ1041-31
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学校法人 文化学園 264-0028 千葉県 千葉市 若葉区桜木4-16-38 幼稚園 千葉文化幼稚園 264-0028 千葉県 千葉市 若葉区桜木4-16-38
学校法人 令徳学園 296-0001 千葉県 鴨川市 横渚815 高等学校 鴨川令徳高校 296-0001 千葉県 鴨川市 横渚815
学校法人 放送大学学園 261-8586 千葉県 千葉市 美浜区若葉2-11 大学 放送大学 261-8586 千葉県 千葉市 美浜区若葉2-11
学校法人 ポーロニア学園 251-0033 神奈川県 藤沢市 片瀬山4-3-1 幼稚園 子鹿幼稚園 261-0001 千葉県 千葉市 美浜区幸町1-5-1
学校法人 北辰学園 276-0046 千葉県 八千代市 大和田新田231 幼稚園 八千代幼稚園 276-0046 千葉県 八千代市 大和田新田231
学校法人 ホザナ学園 277-0014 千葉県 柏市 東3-2-5 幼保 認定こども園ホザナ幼稚園 277-0014 千葉県 柏市 東3-2-5
学校法人 穂徳学園 271-0087 千葉県 松戸市 三矢小台5-13-4 幼稚園 かきのき幼稚園 271-0087 千葉県 松戸市 三矢小台5-13-4
学校法人 穂徳学園 271-0087 千葉県 松戸市 三矢小台5-13-4 幼稚園 第二かきのき幼稚園 270-0034 千葉県 松戸市 新松戸5-191
学校法人 堀内学園 272-0015 千葉県 市川市 鬼高3-14-18 幼稚園 鬼高幼稚園 272-0015 千葉県 市川市 鬼高3-14-18
学校法人 堀口学園 285-0923 千葉県 酒々井町 東酒々井1-1-105 幼保 昭苑こども園 285-0923 千葉県 酒々井町 東酒々井1-1-105
学校法人 本庄学園 272-0832 千葉県 市川市 曽谷5-32-18 幼稚園 国分幼稚園 272-0832 千葉県 市川市 曽谷5-32-18
学校法人 幕張ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉3-2-9 小学校 幕張インターナショナルスクール小学校 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉3-2-9
学校法人 幕張ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉3-2-9 幼稚園 幕張インターナショナルスクール幼稚園 261-0014 千葉県 千葉市 美浜区若葉3-2-9
学校法人 信愛学園 264-0002 千葉県 千葉市 若葉区千城台東1-6-2 幼稚園 のぞみ幼稚園 264-0004 千葉県 千葉市 若葉区千城台西1-31-1
学校法人 信愛学園 264-0002 千葉県 千葉市 若葉区千城台東1-6-2 幼稚園 へいわ幼稚園 264-0002 千葉県 千葉市 若葉区千城台東1-6-2
学校法人 誠泉学園 277-0856 千葉県 柏市 新富町2-1-11 幼稚園 柏陽幼稚園 277-0856 千葉県 柏市 新富町2-1-11
学校法人 信徳学園 262-0044 千葉県 千葉市 花見川区長作町610-1 幼稚園 信徳寺あさひ幼稚園 262-0044 千葉県 千葉市 花見川区長作町610-1
学校法人 正良学園 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台2-59-22 幼稚園 習志野台幼稚園 274-0063 千葉県 船橋市 習志野台2-59-22
学校法人 増田学園 260-0006 千葉県 千葉市 中央区道場北1-17-6 高等学校 千葉聖心高校 260-0006 千葉県 千葉市 中央区道場北1-17-6
学校法人 増田学園 260-0006 千葉県 千葉市 中央区道場北1-17-6 専修学校 千葉女子専門学校 260-0006 千葉県 千葉市 中央区道場北1-21-21
学校法人 増田学園 260-0006 千葉県 千葉市 中央区道場北1-17-6 幼保 千葉女子専門学校附属聖こども園 261-0004 千葉県 千葉市 美浜区高洲2-3-24
学校法人 松ヶ丘学園 260-0801 千葉県 千葉市 中央区仁戸名町552 幼稚園 松ヶ丘幼稚園 260-0801 千葉県 千葉市 中央区仁戸名町552
学校法人 松ヶ丘学園 260-0801 千葉県 千葉市 中央区仁戸名町552 幼稚園 高洲幼稚園 261-0004 千葉県 千葉市 美浜区高洲3-3-12
学校法人 松ヶ崎学園 277-0835 千葉県 柏市 松ヶ崎225-3 幼保 認定こども園まつがさきの森幼稚園 277-0835 千葉県 柏市 松ヶ崎225-3
学校法人 松沢学園 274-0065 千葉県 船橋市 高根台1-1-1 幼稚園 冨士見幼稚園 274-0065 千葉県 船橋市 高根台1-1-1
学校法人 松沢学園 274-0065 千葉県 船橋市 高根台1-1-1 幼稚園 冨士見第二幼稚園 274-0825 千葉県 船橋市 前原西6-1-13
学校法人 松本学園 270-0034 千葉県 松戸市 新松戸3-256 幼稚園 新松戸幼稚園 270-0034 千葉県 松戸市 新松戸3-256
準学校法人 松山学園 270-2223 千葉県 松戸市 秋山71-2 専修学校 松山学園松山福祉専門学校 270-2223 千葉県 松戸市 秋山71-2
学校法人 まほろば学園 274-0065 千葉県 船橋市 高根台3-3-2 幼保 高根台文化こども園 274-0065 千葉県 船橋市 高根台3-3-2
学校法人 マリア学院 569-0077 大阪府 高槻市 野見町2-15 幼稚園 市原マリア・インマクラダ幼稚園 290-0004 千葉県 市原市 辰巳台西3-11-3
学校法人 まるやま学園 270-2224 千葉県 松戸市 大橋372 幼稚園 まるやま幼稚園 270-2224 千葉県 松戸市 大橋372
学校法人 丸和学園 285-0025 千葉県 佐倉市 鏑木町1-5 幼稚園 佐倉城南幼稚園 285-0025 千葉県 佐倉市 鏑木町1-5
学校法人 みぎわ学園 283-0104 千葉県 九十九里町 片貝1640 幼稚園 ときがね片貝幼稚園 283-0104 千葉県 九十九里町 片貝1640
学校法人 みくに学園 277-0852 千葉県 柏市 旭町1-6-14 幼保 幼保連携型認定こども園みくに学園 277-0852 千葉県 柏市 旭町1-6-14
学校法人 みくに学園 277-0852 千葉県 柏市 旭町1-6-14 幼保 認定こども園みくになかよしこども園 277-0813 千葉県 柏市 大室3-15-2
学校法人 三咲学園 274-0804 千葉県 船橋市 みやぎ台3-10-10 幼稚園 英進幼稚園 274-0804 千葉県 船橋市 みやぎ台3-10-10
学校法人 美鈴学園 292-0814 千葉県 木更津市 八幡台4-2-2 幼稚園 八幡台幼稚園 292-0814 千葉県 木更津市 八幡台4-2-2
学校法人 御園学園 264-0015 千葉県 千葉市 若葉区大宮台6-10-3 幼稚園 大宮幼稚園 264-0015 千葉県 千葉市 若葉区大宮台6-10-3
学校法人 光秀学園 273-0136 千葉県 鎌ヶ谷市 佐津間893 幼稚園 さつま幼稚園 273-0136 千葉県 鎌ヶ谷市 佐津間893
学校法人 みつわ学園 292-0804 千葉県 木更津市 文京5-9-4 幼稚園 みつわ幼稚園 292-0804 千葉県 木更津市 文京5-9-4
学校法人 みどり学園 292-0061 千葉県 木更津市 岩根3-10-9 幼稚園 岩根みどり幼稚園 292-0061 千葉県 木更津市 岩根3-10-9
学校法人 みどり学園 292-0061 千葉県 木更津市 岩根3-10-9 幼稚園 第二みどり幼稚園 292-0052 千葉県 木更津市 祇園2-12-1
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学校法人 皆川学園 273-0115 千葉県 鎌ヶ谷市 東道野辺5-1-57 幼稚園 鎌ヶ谷ふじ幼稚園 273-0115 千葉県 鎌ヶ谷市 東道野辺5-1-57
学校法人 皆川学園 273-0115 千葉県 鎌ヶ谷市 東道野辺5-1-57 幼稚園 鎌ヶ谷ふじ第二幼稚園 273-0117 千葉県 鎌ヶ谷市 西道野辺12-25
学校法人 みのる学園 270-0127 千葉県 流山市 富士見台1-3-6 幼稚園 江戸川台ひまわり幼稚園 270-0127 千葉県 流山市 富士見台1-3-6
学校法人 三橋学園 273-0005 千葉県 船橋市 本町7-12-16 幼稚園 みどり台幼稚園 274-0818 千葉県 船橋市 緑台2-6
学校法人 三橋学園 273-0005 千葉県 船橋市 本町7-12-16 幼稚園 夏見台幼稚園 273-0866 千葉県 船橋市 夏見台2-16-1
学校法人 三橋学園 273-0005 千葉県 船橋市 本町7-12-16 専修学校 船橋情報ビジネス専門学校 273-0005 千葉県 船橋市 本町7-12-16
準学校法人 三槙学園 275-0016 千葉県 習志野市 津田沼5-13-6 専修学校 千葉薬事専門学校 275-0016 千葉県 習志野市 津田沼5-13-6
学校法人 みやおか学園 270-0021 千葉県 松戸市 小金原3-11 幼稚園 みやおか幼稚園 270-0021 千葉県 松戸市 小金原3-11
学校法人 宮の杜学園 289-2705 千葉県 旭市 飯岡2126番地1 幼稚園 いいおか幼稚園 289-2705 千葉県 旭市 飯岡2126番地1
学校法人 妙福寺学園 288-0811 千葉県 銚子市 妙見町1465 幼稚園 銚子幼稚園 288-0811 千葉県 銚子市 妙見町1465
学校法人 美和学園 299-1145 千葉県 君津市 西坂田2-12-15 幼稚園 美和幼稚園 299-1145 千葉県 君津市 西坂田2-12-15
学校法人 村上学園 297-0026 千葉県 茂原市 茂原646 幼稚園 ふたば幼稚園 297-0026 千葉県 茂原市 茂原646
学校法人 創志学園 130-0012 東京都 墨田区 太平1-20-7　太平町ビル402号 短期大学 東京経営短期大学 272-0001 千葉県 市川市 二俣625-1
学校法人 村谷学園 272-0815 千葉県 市川市 北方2-29-9 幼稚園 アイリス幼稚園 272-0815 千葉県 市川市 北方2-29-9
学校法人 明海大学 151-0053 東京都 渋谷区 代々木1-38-2 大学 明海大学 279-8550 千葉県 浦安市 明海1-2-1
学校法人 明浄学園 270-2231 千葉県 松戸市 稔台2-35-10 幼稚園 明和幼稚園 270-2231 千葉県 松戸市 稔台2-35-10
学校法人 めばえ学園 270-1154 千葉県 我孫子市 白山2-7-5 幼稚園 めばえ幼稚園 270-1154 千葉県 我孫子市 白山2-7-5
学校法人 もっこく学園 262-0014 千葉県 千葉市 花見川区さつきが丘1-33-1 幼稚園 さつきが丘幼稚園 262-0014 千葉県 千葉市 花見川区さつきが丘1-33-1

学校法人 森島学園 264-0032 千葉県 千葉市 若葉区みつわ台3-6 幼稚園 千葉聖心幼稚園 264-0032 千葉県 千葉市 若葉区みつわ台3-6
学校法人 弥栄学園 273-0865 千葉県 船橋市 夏見5-26-22 幼稚園 船橋ひまわり幼稚園 273-0865 千葉県 船橋市 夏見5-26-22
学校法人 弥栄学園 273-0865 千葉県 船橋市 夏見5-26-22 幼稚園 第二船橋ひまわり幼稚園 273-0853 千葉県 船橋市 金杉8-4-12
学校法人 安川学園 272-0837 千葉県 市川市 堀之内1-9-17 幼稚園 アンデルセン幼稚園 272-0837 千葉県 市川市 堀之内1-9-17
学校法人 八千代松蔭学園 276-0028 千葉県 八千代市 村上727 高等学校 八千代松陰高校 276-0028 千葉県 八千代市 村上727
学校法人 八千代松蔭学園 276-0028 千葉県 八千代市 村上727 中学校 八千代松陰中学校 276-0028 千葉県 八千代市 村上727
学校法人 八千代台教会学園 276-0032 千葉県 八千代市 八千代台東4-5-15 幼稚園 三愛幼稚園 276-0032 千葉県 八千代市 八千代台東4-5-15
学校法人 柳川学院 290-0006 千葉県 市原市 若宮3-6-2 幼稚園 柳光幼稚園 290-0006 千葉県 市原市 若宮3-6-2
学校法人 柳沢学園 271-0063 千葉県 松戸市 北松戸3-6 幼稚園 さつき幼稚園 270-2251 千葉県 松戸市 金ヶ作145
学校法人 柳沢学園 271-0063 千葉県 松戸市 北松戸3-6 幼稚園 北松戸さつき幼稚園 271-0063 千葉県 松戸市 北松戸3-6
学校法人 八柱学園 270-2252 千葉県 松戸市 千駄堀1485-15 幼稚園 八柱幼稚園 270-2252 千葉県 松戸市 千駄堀1485-15
学校法人 山口学園 276-0032 千葉県 八千代市 八千代台東2-5-2 幼稚園 まこと幼稚園 276-0032 千葉県 八千代市 八千代台東2-5-2
学校法人 山口学園 276-0032 千葉県 八千代市 八千代台東2-5-2 幼稚園 まこと第二幼稚園 262-0046 千葉県 千葉市 花見川区花見川6-18
学校法人 山口学園 276-0032 千葉県 八千代市 八千代台東2-5-2 幼稚園 まこと第三幼稚園 262-0001 千葉県 千葉市 花見川区横戸町1242-19
学校法人 山崎学園 272-0834 千葉県 市川市 国分3-4-12 幼稚園 いなほ幼稚園 272-0834 千葉県 市川市 国分3-4-12
学校法人 山下学園 273-0021 千葉県 船橋市 海神5-7-14 幼稚園 二葉幼稚園 273-0021 千葉県 船橋市 海神5-7-14
学校法人 大和学園 290-0056 千葉県 市原市 五井1925 幼稚園 やまと幼稚園 290-0056 千葉県 市原市 五井1925
学校法人 山本学園 273-0124 千葉県 鎌ヶ谷市 中央1-16-3 幼稚園 かまがや幼稚園 273-0124 千葉県 鎌ヶ谷市 中央1-16-3
学校法人 山百合学園 260-0001 千葉県 千葉市 中央区都町1177-1 幼稚園 山百合幼稚園 260-0001 千葉県 千葉市 中央区都町1177-1
学校法人 弥生学園 277-0015 千葉県 柏市 弥生町4-6 幼稚園 吉田幼稚園 277-0015 千葉県 柏市 弥生町4-6
学校法人 ユアサ学園 272-0811 千葉県 市川市 北方町4-1798 幼稚園 わかたけ幼稚園 272-0811 千葉県 市川市 北方町4-1798
学校法人 幸正学園 264-0025 千葉県 千葉市 若葉区都賀5-20-26 幼稚園 みのり幼稚園 264-0025 千葉県 千葉市 若葉区都賀5-20-26
学校法人 幸陽学園 277-0074 千葉県 柏市 今谷上町19 幼稚園 南柏幼稚園 277-0074 千葉県 柏市 今谷上町19
学校法人 幸陽学園 277-0074 千葉県 柏市 今谷上町19 幼稚園 風早幼稚園 277-0921 千葉県 柏市 大津ヶ丘4-7
学校法人 百合園学園 277-0054 千葉県 柏市 南増尾2-15-2 幼稚園 百合園幼稚園 277-0054 千葉県 柏市 南増尾2-15-2
学校法人 横芝学園 289-1732 千葉県 横芝光町 横芝字真砂482-2 幼稚園 横芝まさご幼稚園 289-1732 千葉県 横芝光町 横芝字真砂482-2
学校法人 吉岡学園 270-1435 千葉県 白井市 清水口3-22-1 幼稚園 まどか幼稚園 270-1435 千葉県 白井市 清水口3-22-1
学校法人 吉祥学園 273-0021 千葉県 船橋市 海神6-18-34 幼稚園 海神幼稚園 273-0021 千葉県 船橋市 海神6-18-34
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学校法人 由田学園 272-0021 千葉県 市川市 八幡6-12-12 幼稚園 由田学園千葉幼稚園 262-0046 千葉県 千葉市 花見川区花見川1-29
学校法人 由田学園 272-0021 千葉県 市川市 八幡6-12-12 幼稚園 富貴島幼稚園 272-0021 千葉県 市川市 八幡6-12-12
学校法人 芳野学園 260-0031 千葉県 千葉市 中央区新千葉2-5-3 幼稚園 芳野学園附属幼稚園 261-0026 千葉県 千葉市 美浜区幕張西3-2-9
学校法人 芳野学園 260-0031 千葉県 千葉市 中央区新千葉2-5-3 専修学校 千葉調理師専門学校 260-0031 千葉県 千葉市 中央区新千葉2-5-3
学校法人 吉原学園 272-0822 千葉県 市川市 宮久保6-7-2 幼稚園 宮久保幼稚園 272-0822 千葉県 市川市 宮久保6-7-2
学校法人 義英学園 260-0805 千葉県 千葉市 中央区宮崎町234-1 幼稚園 こまどり幼稚園 260-0805 千葉県 千葉市 中央区宮崎町234-1
学校法人 四街道旭学園 284-0042 千葉県 四街道市 小名木77-3 幼稚園 四街道旭幼稚園 284-0042 千葉県 四街道市 小名木77-3
学校法人 立志舎 130-8565 東京都 墨田区 錦糸1-2-1 専修学校 東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校 260-0045 千葉県 千葉市 中央区弁天1-6-2
学校法人 了徳寺大学 279-8567 千葉県 浦安市 明海5-8-1 大学 了徳寺大学 279-8567 千葉県 浦安市 明海5-8-1
学校法人 黎明学園 299-0118 千葉県 市原市 椎津1599 幼稚園 姉ヶ崎幼稚園 299-0118 千葉県 市原市 椎津1599
学校法人 黎明学園 299-0118 千葉県 市原市 椎津1599 幼稚園 第二姉ヶ崎幼稚園 299-0124 千葉県 市原市 有秋台東1-3
学校法人 黎明学園 299-0118 千葉県 市原市 椎津1599 幼稚園 鹿島台幼稚園 290-0243 千葉県 市原市 上高根1202-1
学校法人 レストナック学園 168-0063 東京都 杉並区 和泉2-41-18 幼稚園 聖母マリア幼稚園 266-0007 千葉県 千葉市 緑区辺田町552
学校法人 六高台学園 270-2203 千葉県 松戸市 六高台3-50 幼稚園 むつみ幼稚園 270-2203 千葉県 松戸市 六高台3-50
学校法人 わかば学園 302-0102 茨城県 守谷市 松前台2-15 幼保 認定こども園みやぞの幼稚園 270-0155 千葉県 流山市 宮園2-8-11
学校法人 早稲田学園 169-0075 東京都 新宿区 高田馬場4-9-9 高等学校 わせがく高等学校 289-2231 千葉県 多古町 飯笹字向台252-2
学校法人 和田学園 270-1101 千葉県 我孫子市 布佐1275 幼稚園 わだ幼稚園 270-1101 千葉県 我孫子市 布佐1275
学校法人 ワタナベ学園 342-0041 埼玉県 吉川市 保1-21-7 幼稚園 柏ひがし幼稚園 277-0823 千葉県 柏市 布施新町1-5-10
学校法人 渡来学園 277-0921 千葉県 柏市 大津ヶ丘1-44 幼稚園 大津ヶ丘幼稚園 277-0921 千葉県 柏市 大津ヶ丘1-44
学校法人 和洋学園 272-8533 千葉県 市川市 国府台2-3-1 大学 和洋女子大学 272-8533 千葉県 市川市 国府台2-3-1
学校法人 和洋学園 272-8533 千葉県 市川市 国府台2-3-1 高等学校 和洋国府台女子高校 272-8533 千葉県 市川市 国府台2-3-1
学校法人 和洋学園 272-8533 千葉県 市川市 国府台2-3-1 中学校 和洋国府台女子中学校 272-8533 千葉県 市川市 国府台2-3-1
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