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種　類

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 通信型 英会話イーオン オンラインレッスン 英語、英会話 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/online/

2021/1/14 通信型 オンライン家庭教師ファースト
国語、数学、英語、社会、理科、

英語検定・漢字検定など各種検定
（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0120-927-111

https://www.kyoushi1.net/online/kateik

yousi.html

2020/8/26 訪問型 家庭教師のトライ 東京校 国語、数学、英語、社会、理科 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0120-555-202
https://www.trygroup.co.jp/address/tok

yo/

2020/8/26 通信型 家庭教師のトライ 東京校（オンライン） 国語、数学、英語、社会、理科 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0120-555-202 https://www.trygroup.co.jp/online/

2021/1/14 訪問型 家庭教師ファースト 国語、数学、英語、社会、理科、
英語検定・漢字検定など各種検定 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0120-927-111 https://www.kyoushi1.net/

2020/8/26 通信型 進研ゼミ 国語、算数、英語、社会、理科 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0120-779-885 http://chu.benesse.co.jp/

2021/1/14 訪問型 スポーツ家庭教師ファースト スポーツ全競技(陸上、鉄棒、水泳、サッカー等) （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0120-927-111 https://www.taiiku-sports.com/

2020/8/26 通信型 DIVERSE・ダイバース ことばの発達支援・学習支援室
国語、数学、英語、社会、理科、その他(ことばの発

達支援・発達の特性に応じた学習支援)
（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 090-9100-5881 http://diverse-web.org/

2020/8/26 通信型 ハオ中国語アカデミー オンラインレッスン 中国語 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/online.htm

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 有楽町イトシア校 英語、英会話 100-0006 千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア11F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 ハオ中国語アカデミー 神田校 中国語 101-0044 千代田区鍛冶町1-7-12 ヤマモトビル4F 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 神田校 英語、英会話 101-0045 千代田区神田鍛冶町3-2 サンミビル4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 飯田橋本校 国語、数学、英語、社会、理科 102-0072 千代田区飯田橋1丁目10-3 1F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/iidabashi/

2020/8/26 教室型 個別指導塾スタンダード 市ヶ谷教室 国語、数学、英語、社会、理科 102-0076 千代田区五番町5-1 第8田中ビル7F 0120-747-818 https://std-ie.jp

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/11/21 教室型 明光義塾 人形町教室 国語、数学、英語、社会、理科 103-0005 中央区日本橋久松町9-8 アーネストビル2F 03-3666-5211 https://www.meikogijuku.jp

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 日本橋人形町校 国語、数学、英語、社会、理科 103-0013 中央区日本橋人形町1丁目5-1 日本サンライズビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/nihonbashiningyocho/

　　　　千代田区

　　　　中央区

　　　教室型の参画事業者

CFCスタディクーポン参画事業者リスト

※ご希望の事業者が登録されていない場合、リクエストをいただければ、事業者に登録の依頼を行います（登録に至らない場合や時間がかかる場合があります）。

 教室型（学習塾等） ／ 訪問型（家庭教師等） ／ 通信型（オンライン学習、通信教育等）

■CFCスタディクーポン参画事業者は次のとおりです。サービスの詳細等については各教室にお問い合わせください。

　　　訪問型 ／ 通信型の参画事業者

※最新のリストは、随時、CFCの

webサイト（上記QRコード）で更新しています。
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 市進学院 月島教室 国語、数学、英語、社会、理科 104-0052 中央区月島1-3-2 佃權月島ビル4F 03-5547-4141 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 月島教室 国語、数学、英語、社会、理科 104-0052 中央区月島3-14-4 KEプラザ3F 03-6228-2324 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 月島校 国語、数学、英語、社会、理科 104-0052 中央区月島3丁目14-4 KEプラザ2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/tsukishima/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 銀座校 英語、英会話 104-0061 中央区銀座4-6-1 銀座三和ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 ハオ中国語アカデミー 新橋校 中国語 105-0004 港区新橋1-18-13 杉村ビル3F 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 浜松町大門校 英語、英会話 105-0013 港区浜松町1-27-12 RBM浜松町ビル4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 麻布十番校 国語、数学、英語、社会、理科 106-0045 港区麻布十番2丁目20-6 麻布十番MAビルディング5F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/azabujuban/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 広尾ガーデン校 国語、数学、英語、社会、理科 106-0047 港区南麻布4丁目1-29 広尾ガーデン3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/hiroogarden/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 品川駅前校 英語、英会話 108-0075 港区港南2-14-10 品川駅前港南ビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/10/28 教室型 明光義塾 三ノ輪教室 国語、数学、英語、社会、理科 110-0003 台東区根岸5-16-15 オークビルディング3F 03-3874-0980
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/taito-ku/S0798/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 入谷教室 国語、数学、英語、社会、理科 110-0004 台東区下谷2-24-11 ハイマート入谷104 03-6802-3141 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 上野校 英語、英会話 110-0005 台東区上野2-6-12 上野東洋ビル8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/12/3 教室型 ECCの個別指導塾ベストワン 三ノ輪校 国語、数学、英語、社会、理科 110-0011 台東区三ノ輪1-28-15 小川ビル3F 03-5824-0796 www.ecc-kobetsu.com

2020/9/2 教室型 個太郎塾 三ノ輪教室 国語、数学、英語、社会、理科 110-0011 台東区三ノ輪1-1-13 ラヴィエント三ノ輪1F 03-6240-6886 https://www.ichishin.co.jp/

2020/12/18 教室型 ITTO個別指導学院 北上野校 国語、数学、英語、社会、理科 110-0014 台東区北上野2-11-5 オカダボックス1F 03-3842-3432
https://www.itto.jp/schools/kantou/toky

o23/kitaueno.html

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 浅草ROX校 国語、数学、英語、社会、理科 111-0032 台東区浅草1丁目25-15 浅草ROX本館5F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/asakusa/

2020/11/13 教室型 個別指導塾トライプラス 浅草校 国語、数学、英語、社会、理科 111-0032 台東区浅草3-8-1 フロイデ浅草1F 03-6458-1188 https://www.try-plus.com/schools/39

2020/10/28 教室型 明光義塾 浅草教室 国語、数学、英語、社会、理科 111-0041 台東区元浅草4-10-6 AUSPICE元浅草2F 03-3843-8440
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/taito-ku/S0186/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 浅草教室 国語、数学、英語、社会、理科 111-0042 台東区寿1-12-5 大井寿ビル1F 03-5246-4137 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 ena浅草橋 国語、数学、英語、社会、理科 111-0052 台東区柳橋1-23-3 VORT浅草橋駅前2F 03-6276-8091 http://www.ena.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 茗荷谷駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 112-0002 文京区小石川5丁目5-2 信濃路ビル7F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/myougadani/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 駒込2号館教室 国語、数学、英語、社会、理科 113-0021 文京区本駒込1-1-28 南天堂書房内2F 03-5684-5006 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 駒込教室 国語、数学、英語、社会、理科 113-0021 文京区本駒込5-2-5 フローラ本駒込101 03-6912-0736 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 明光義塾 本駒込教室 国語、数学、英語、社会、理科、面接、作文 113-0021 文京区本駒込3-1-20 佐々木ビル1F2F 03-5814-0776
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/bunkyo-ku/S2432/

2020/8/26 教室型 明光義塾 根津教室 国語、数学、英語、社会、理科、面接、作文 113-0031 文京区根津1-23-9 プレジテントハイツ根津2F 03-5834-8245
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/bunkyo-ku/S2635/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 東大赤門前教室 国語、数学、英語、社会、理科 113-0033 文京区本郷5-27-8 赤門前岩田ビル2F 03-3830-0970 https://www.ichishin.co.jp/

　　　　港区

　　　　台東区

　　　　文京区
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2020/9/2 教室型 市進学院 王子教室 国語、数学、英語、社会、理科 114-0002 北区王子1-8-1 王子パークビル2F 03-5959-7020 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 王子教室 国語、数学、英語、社会、理科 114-0002 北区王子1-8-1 王子パークビル2F 03-5959-7020 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 王子駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 114-0002 北区王子1丁目13-14 オオタケビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/oji/

2020/12/7 教室型 茗渓塾 王子教室 国語、数学、英語、社会、理科 114-0002 北区王子2-15-10 03-3913-8977 http://www.meikei.com

2020/11/18 教室型 明光義塾 王子教室 国語、数学、英語、社会、理科 114-0002 北区王子1-23-1 フラワーマンション2F 03-3914-3622 https://www.meikogijuku.jp/

2020/12/3 教室型 Learn To Learn スクールs 国語、数学、英語、社会、理科 114-0003 北区豊島6-7-13 03-5959-3335

2020/8/26 教室型 明光義塾 田端教室 国語、数学、英語、社会、理科、面接、作文 114-0012 北区田端新町3-14-4 03-3892-9280
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/kita-ku/S0284/

2020/10/20 教室型 明光義塾 駒込教室 国語、数学、英語、社会、理科 114-0015 北区中里1-10-6 駒込ビル3F-301号室 03-3823-5567 https://www.meikogijuku.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 赤羽教室 国語、数学、英語、社会、理科 115-0044 北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル2F 03-3598-8966 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 赤羽教室 国語、数学、英語、社会、理科 115-0044 北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル2F 03-3598-8389 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 赤羽校 英語、英会話 115-0045 北区赤羽2-16-4 セキネビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 ena赤羽 国語、数学、英語、社会、理科 115-0045 北区赤羽1-4-8 千和ビル2F 03-6276-8091 http://www.ena.co.jp/

2020/10/26 教室型 代々木個別指導学院 赤羽校 国語、数学、英語、社会、理科 115-0045 北区赤羽2-49-7 山陽ビル1F 03-5249-1117
https://www.yoyogi-

group.com/school/tokyo/akabane.html

2020/10/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 北赤羽校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング 115-0051 北区浮間3-1-40-201 03-5916-7166 http://hrs-tokyo.com/

2020/10/28 教室型 明光義塾 北赤羽教室 国語、数学、英語、社会、理科 115-0051 北区浮間1-1-9 1F 03-3558-3901
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/kita-ku/S3295/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 北赤羽教室 国語、数学、英語、社会、理科 115-0052 北区赤羽北2-8-1 アクトピア北赤羽5番館1階110号 03-5948-6848 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 赤羽教室 国語、数学、英語、社会、理科 115-0055 北区赤羽西1-37-2 ジェラール3F 03-3905-5900
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/kita-ku/S1221/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/10/28 教室型 明光義塾 町屋教室 国語、数学、英語、社会、理科 116-0002 荒川区荒川7-50-9 センターまちや5F 03-3800-1970
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/arakawa-ku/S1055/

2020/11/27 教室型 植田塾 国語、数学、英語、社会、理科 116-0011 荒川区西尾久 6丁目11番地1 03-3810-5152 https://www.uedajuku.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 東尾久教室 国語、数学、英語、社会、理科 116-0012 荒川区東尾久5-39-13 尾久プラザ2F 03-6807-6220 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 西日暮里教室 国語、数学、英語、社会、理科 116-0013 荒川区西日暮里5-25-7 YKビル1F 03-3805-9111 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 西日暮里教室 国語、数学、英語、社会、理科 116-0013 荒川区西日暮里5-25-7 YKビル1F 03-3805-4994 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別指導塾スタンダード 西日暮里教室 国語、数学、英語、社会、理科 116-0013 荒川区西日暮里6-47-10 小宮ビル201号 0120-747-818 https://std-ie.jp

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/11/19 教室型 AYASE進学塾 数学、英語 120-0005 足立区綾瀬5-13-11 ルミエール綾瀬102 03-6802-6702 https://ayaseshin.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 綾瀬教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0005 足立区綾瀬3-2-5 柏芳ビル4号館4F 03-5849-3731 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 綾瀬教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0005 足立区綾瀬2-27-8 M・S・Kビル2F 03-5629-2171 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 綾瀬駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 120-0005 足立区綾瀬4丁目7-10 柏芳ビル弐号館6F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/ayase/

　　　　北区

　　　　荒川区

　　　　足立区
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2020/11/2 教室型 Victory学院 国語、数学、英語、社会、理科、その他(英会話) 120-0005 足立区綾瀬2-31-7 03-3603-7088 http://www.victory-g-juku.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 綾瀬教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0005 足立区綾瀬3-5-20 柏芳ビル参号館2F 03-3620-0151
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/adachi-ku/S0720/

2020/11/2 教室型 森塾 綾瀬校 国語、数学、英語、社会、理科 120-0005 足立区綾瀬3-16-6 アーバンハイツ綾瀬1F 03-5697-9256 https://www.morijuku.com/

2020/12/3 教室型 英才個別学院 北綾瀬駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 120-0006 足立区谷中4-9-22 永井ビル3階 03-5697-8488 https://www.eisai.org

2020/9/2 教室型 個太郎塾 北綾瀬教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0006 足立区谷中2-9-7 北綾瀬ビル1F 03-5856-3661 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 五反野教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0011 足立区中央本町2-22-22 高橋店舗1F 03-5888-7731 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 青井教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0012 足立区青井3-5-26 日商岩井綾瀬マンション1F 03-3852-3115
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/adachi-ku/S3408/

2020/9/2 教室型 市進学院 北千住教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0034 足立区千住2-37 第二染野ビル3F 03-5284-3800 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 北千住校 英語、英会話 120-0034 足立区千住2-24 エクセル33・5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/10/20 教室型 栄光ゼミナール 北千住校 国語、数学、英語、社会、理科 120-0034 足立区千住2-22 Y.Kビル３階 03-3879-8201 https://www.eikoh-seminar.com/

2020/11/24 教室型 エルヴェ学院 北千住校 国語、数学、英語、社会、理科 120-0034 足立区千住1-3-6 TOCビル2F 03-3870-8521 https://elever.net/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 北千住教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0034 足立区千住2-37 第二染野ビル2F 03-5284-3810 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/9 教室型 JOYミュージックスクール・きたろーど校 音楽レッスン、話し方レッスン 120-0034 足立区千住2-18 宇田川ビル3F 03-5284-8432 http://joy-music.jp/

2020/10/9 教室型 JOYミュージックスクール・ほんちょう校 音楽レッスン、話し方レッスン 120-0034 足立区千住1-23-14 大倭ビル202 03-5284-7606 http://joy-music.jp/

2020/10/15 教室型 明光義塾 北千住教室 国語、数学、英語、社会、理科、高校各教科 120-0034 足立区千住2-54 須川ビル3F 03-3870-3681 https://www.meikogijuku.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 千住大橋教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0038 足立区千住橋戸町101番地 ロイス2F 03-5284-9702 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 千住大橋教室 国語、数学、英語、社会、理科 120-0038 足立区千住橋戸町11 イシカワビル2F 03-6806-2961 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/26 教室型 ITTO個別指導学院 足立南花畑校 国語、数学、英語、社会、理科 121-0062 足立区南花畑4-1-19 雅崇ビル1F 03-5856-5259 https://www.jibunmirai.co.jp

2020/9/2 教室型 個太郎塾 六町教室 国語、数学、英語、社会、理科 121-0073 足立区六町4-4-14 プラティーク六町102 03-5809-6221 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 六町教室 国語、数学、英語、社会、理科 121-0073 足立区六町4-4-3 マドカ駅前ビル3F 03-3859-4120
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/adachi-ku/S2082/

2020/11/13 教室型 学塾無限 国語、数学、英語、社会、理科 121-0813 足立区竹の塚三丁目10番11-206号 03-3884-1679 http://www.mugen.gr.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 竹の塚教室 国語、数学、英語、社会、理科 121-0813 足立区竹の塚2-23-8 CASA竹の塚101号 03-5851-8028 https://www.ichishin.co.jp/

2021/1/14 教室型 トライプラス 竹の塚校 国語、数学、英語、社会、理科 121-0813 足立区竹の塚6-9-4 飯田ビル2F 03-5831-9317 https://www.try-plus.com/schools/414

2020/10/15 教室型 明光義塾 竹の塚教室 国語、数学、英語、社会、理科、高校各教科 121-0813 足立区竹の塚5-6-2 上遠野ビル3F 03-3858-2791 https://www.meikogijuku.jp/

2020/10/8 教室型 森塾 竹ノ塚校 国語、数学、英語、社会、理科 121-0813 足立区竹の塚6-21-1 ライズビル202号室 03-5831-0172 https://www.morijuku.com/

2020/11/24 教室型 英才個別学院 梅島校 国語、数学、英語、社会、理科 121-0816 足立区梅島1-13-18 原田ビル3階 03-5888-1400 http://www.eisai.org/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 梅島校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 121-0816 足立区梅島3丁目6-17 リバーウェストビル5階 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

2020/9/10 教室型 たけのつかじゅく 国語、数学、英語、社会、理科 121-0822 足立区西竹の塚2-2-3 第二末武ビル403 03-3890-0868

2021/1/26 教室型 ITTO個別指導学院 足立西伊興校 国語、数学、英語、社会、理科 121-0824 足立区西伊興1-1-23 03-5837-4974
https://www.itto.jp/schools/kantou/toky

o23/nishiiko.html

2020/10/26 教室型 ena舎人 国語、数学、英語、社会、理科 121-0831 足立区舎人1-13-10 アクシス・ウィル1階 03-6276-8091 https://www.ena.co.jp/

2020/10/15 教室型 スクールIE 足立舎人校 国語、数学、英語、社会、理科 121-0831 足立区舎人1-13-8 ローレル舎人201 03-3898-8470
https://www.schoolie-

net.jp/classrooms/detail/795

2020/10/15 教室型 明光義塾 舎人教室 国語、数学、英語、社会、理科、高校各教科 121-0836 足立区入谷2-2-4 ケントビル2F 03-3890-1201 https://www.meikogijuku.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 西新井駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 123-0842 足立区栗原1丁目7-20 小倉第二ビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/nishiarai/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 西新井校 英語、英会話 123-0843 足立区西新井栄町1-18-33-123 レコシティ・グランデ1F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/10/15 教室型 明光義塾 西新井教室 国語、数学、英語、社会、理科、高校各教科 123-0843 足立区西新井栄町2-5-1 岡田ビル2F 03-3849-5291 https://www.meikogijuku.jp/
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2020/10/15 教室型 明光義塾 梅島教室 国語、数学、英語、社会、理科、高校各教科 123-0851 足立区梅田7-36-5 ヤマヨシビル4F 03-3849-5971 https://www.meikogijuku.jp/

2020/8/26 教室型 ena谷在家 国語、数学、英語、社会、理科 123-0863 足立区谷在家1-18-5 ビブレ谷在家1Ｆ 03-6276-8091 http://www.ena.co.jp/

2020/11/6 教室型 スクールIE 足立鹿浜校 国語、数学、英語、社会、理科 123-0864 足立区鹿浜7-12-21 吉田マンション１F 03-3857-0141
https://www.schoolie-

net.jp/classrooms/detail/448

2020/11/2 教室型 進学塾TIPS 新田校 国語、数学、英語、社会、理科 123-0865 足立区新田3-34-5 3階 0120-062-811 https://tips-study.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 個太郎塾 お花茶屋教室 国語、数学、英語、社会、理科 124-0003 葛飾区お花茶屋1-15-9 高橋ビル2F 03-6662-4371 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 新小岩教室 国語、数学、英語、社会、理科 124-0024 葛飾区新小岩2-5-9 新小岩事務所ビル1F 03-6231-5951 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 新小岩教室 国語、数学、英語、社会、理科 124-0024 葛飾区新小岩1-57-3 土田ビル1F 03-6908-8126 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 新小岩駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 124-0024 葛飾区新小岩2丁目10-4 欅ビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/shinkoiwa/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 スタディジム新小岩北口教室 国語、数学、英語、社会、理科 124-0025 葛飾区西新小岩4-37-7 福田ビル1F 03-5654-6803 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 金町教室 国語、数学、英語、社会、理科 125-0041 葛飾区東金町1-37-9 こべに屋金町第一ビル1F 03-5648-7714 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 金町2号館教室 国語、数学、英語、社会、理科 125-0041 葛飾区東金町1-42-11 金子ビル3F 03-5876-4040 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 金町教室 国語、数学、英語、社会、理科 125-0041 葛飾区東金町1-42-1 松竹ビル3F 03-3826-5802 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 金町教室 国語、数学、英語、社会、理科 125-0041 葛飾区東金町1-20-15 市野ビル3F 03-3609-3480
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/katsushika-ku/S0175/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 新柴又教室 国語、数学、英語、社会、理科 125-0052 葛飾区柴又5-1-6 寒竹ビル3F 03-6913-8366 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 亀有教室 国語、数学、英語、社会、理科 125-0061 葛飾区亀有5-34-12 FMビル3F 03-5856-0765 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 亀有教室 国語、数学、英語、社会、理科 125-0061 葛飾区亀有3-11-10 エミネンス亀有ビル2・3F 03-3690-4250
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/katsushika-ku/S0440/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 青砥教室 国語、数学、英語、社会、理科 125-0062 葛飾区青戸6-1-13 武藤商事ビル3F 03-5629-2855 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン アルカキット錦糸町校 英語、英会話 130-0013 墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 両国校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 130-0014 墨田区亀沢4-12-3 ルミエール北斎1階 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

2020/9/25 教室型 個別指導塾エクセルシア 両国校 国語、数学、英語、社会、理科 130-0014 墨田区亀沢1-8-1 早川ビル2F 03-5608-7015 http://excelsior-juku.com/ryogoku/

2020/9/2 教室型 市進学院 錦糸町教室 国語、数学、英語、社会、理科 130-0022 墨田区江東橋4-25-7 VORT錦糸町駅前Ⅱ2F 03-5638-0355 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 錦糸町教室 国語、数学、英語、社会、理科 130-0022 墨田区江東橋4-25-7 VORT錦糸町駅前Ⅱ3F 03-5638-0357 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 錦糸町駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 130-0022 墨田区江東橋1丁目11-7 ホテイビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/kinshicho/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 両国教室 国語、数学、英語、社会、理科 130-0026 墨田区両国4-28-3 エクセレント両国2F 03-6659-2532 https://www.ichishin.co.jp/

2020/11/21 教室型 明光義塾 両国教室 国語、数学、英語、社会、理科 130-0026 墨田区両国2-15-16 1F 03-3635-3227 https://www.meikogijuku.jp

2020/11/19 教室型 クラスベネッセ 曳舟駅前教室 国語、数学、英語、社会、理科 131-0032 墨田区東向島2-26-6 東武曳舟駅構内2F 03-6657-2805
https://www.benesse.co.jp/class-

benesse/hikifune/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 東向島教室 国語、数学、英語、社会、理科 131-0032 墨田区東向島5-3-9 グランソロ1F 03-6657-2371 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 曳舟駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 131-0032 墨田区東向島2丁目47-13 第8安井ビル6F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/hikifune/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 東向島校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 131-0032 墨田区東向島6-45-8 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

　　　　葛飾区

　　　　墨田区
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2020/9/2 教室型 個太郎塾 押上教室 国語、数学、英語、社会、理科 131-0033 墨田区向島4-25-14 センテリュオ押上1F 03-6284-1706 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 スタディジム東あずま教室 国語、数学、英語、社会、理科 131-0043 墨田区立花4-25-5 みのわビル1F 03-6657-0461 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 瑞江駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 132-0011 江戸川区瑞江2丁目3-2 フロンティアビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/mizue/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 一之江教室 国語、数学、英語、社会、理科 132-0024 江戸川区一之江7-88-21 スプランドール0101号室 03-5879-5481 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 平井教室 国語、数学、英語、社会、理科 132-0035 江戸川区平井4丁目7-16 平井徳久ビル3F 03-5875-1216 https://www.ichishin.co.jp/

2020/11/6 教室型 スクールIE 小岩校 国語、数学、英語、社会、理科 133-0051 江戸川区北小岩1-3-14 ベル・エポック町田店舗1F 03-3672-5338
https://www.schoolie-

net.jp/classrooms/detail/646?utm_sourc

2020/8/26 教室型 東進学教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0051 江戸川区北小岩5-12-2 03-3671-3075
http://www7a.biglobe.ne.jp/~higashi-

shingaku/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 篠崎駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 133-0054 江戸川区上篠崎4丁目28-7 ガーデンヒルズ吉田1F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/shinozaki/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 小岩南口教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0056 江戸川区南小岩7-27-2 地場ビル3F 03-5612-0355 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別指導キャンパス 南小岩校 国語、数学、英語、社会、理科 133-0056 江戸川区南小岩5丁目18番16号 ニューシャトレ―マンション101号室 06-6357-2800 http://www.canpass-kobetsu.com

2020/11/21 教室型 明光義塾 小岩教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0056 江戸川区南小岩7-31-11 橋本ビル3F 03-3658-4810 https://www.meikogijuku.jp

2020/9/2 教室型 市進学院 小岩教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0057 江戸川区西小岩1-26-7 ウィル小岩3F 03-5622-1222 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 小岩北口教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0057 江戸川区西小岩1-26-7 ウィル小岩3F 03-5622-1224 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 篠崎教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0061 江戸川区篠崎町7-27-23 ISIビル4F 03-6861-3641 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 篠崎教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0061 江戸川区篠崎町7-30-5 プレジール・オオヌキ1F 03-6231-8021 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/9 教室型 Dr.関塾 篠崎4丁目校 国語、数学、英語、社会、理科 133-0061 江戸川区篠崎町4-12-19 シモンビル２階 03-5664-3759
https://shinozaki4chome.dr-

kanjuku.net/

2020/9/2 教室型 市進学院 瑞江教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0065 江戸川区南篠崎町2-10-4 みずえポスタルビル2F 03-3677-2888 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 瑞江教室 国語、数学、英語、社会、理科 133-0065 江戸川区南篠崎町2-10-4 瑞江ポスタルビル2F 03-3677-2963 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/27 教室型 一橋セミナー 瑞江校 国語、数学、英語、社会、理科 133-0065 江戸川区南篠崎町3-27-5 IBM三番町ビル2F 03-5664-2588

2020/9/2 教室型 市進学院 葛西教室 国語、数学、英語、社会、理科 134-0083 江戸川区中葛西8-11-11 エスペランサⅡ2F 03-6860-9901 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 葛西教室 国語、数学、英語、社会、理科 134-0083 江戸川区中葛西3-37-3 志美津ビル2F 03-5659-6662 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 葛西駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 134-0084 江戸川区東葛西6丁目1-17 第6カネ長ビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/kasai/

2020/9/2 教室型 市進学院 西葛西教室 国語、数学、英語、社会、理科 134-0088 江戸川区西葛西6-10-12 MMビル4F 03-3675-2500 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 西葛西校 英語、英会話 134-0088 江戸川区西葛西5-1-11 ウイングス中川6ビル2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 西葛西教室 国語、数学、英語、社会、理科 134-0088 江戸川区西葛西6-10-12 MMビル 03-3675-2500 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 西葛西駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 134-0088 江戸川区西葛西16-4 エスペランス7F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/nishikasai/

2020/10/20 教室型 明光義塾 西葛西教室 国語、数学、英語、社会、理科 134-0088 江戸川区西葛西6-10-14 正栄ビル 202 03-5658-8550 https://www.meikogijuku.jp/

2020/10/8 教室型 森塾 西葛西校 国語、数学、英語、社会、理科 134-0088 江戸川区西葛西6-8-10 朝日生命西葛西ビル3F 03-5667-2335 https://www.morijuku.com/

2020/9/2 教室型 市進学院 船堀教室 国語、数学、英語、社会、理科 134-0091 江戸川区船堀1-1-51 ダイエー船堀店3F 03-6680-7719 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 船堀教室 国語、数学、英語、社会、理科 134-0091 江戸川区船堀4-2-7 リヴェール船堀3F 03-5667-6577 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 船堀駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 134-0091 江戸川区船堀1丁目8-16 日新第一ビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/funabori/

　　　　江戸川区
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2020/11/21 教室型 明光義塾 住吉教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0002 江東区住吉1-17-20 住吉ビル2F-B 03-5669-0806 https://www.meikogijuku.jp

2020/9/2 教室型 個太郎塾 森下教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0004 江東区森下1-5-11 山一ビル1F 03-6666-9500 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 扇橋教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0011 江東区扇橋1-7-4 ラ・セゾンクレール扇橋1F 03-6666-1073 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 東陽町教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0016 江東区東陽3-24-18 TOMビル4F 03-6909-8255 https://www.ichishin.co.jp/

2020/11/21 教室型 明光義塾 木場教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0042 江東区木場1-4-5 4F 03-5639-0577 https://www.meikogijuku.jp

2020/9/2 教室型 市進学院 門前仲町教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0048 江東区門前仲町2-5-9 深川三和ビル4F 03-5639-1690 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 門前仲町教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0048 江東区門前仲町2-5-9 03-5639-1690 https://www.ichishin.co.jp/

2020/11/21 教室型 明光義塾 門前仲町教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0048 江東区深川2-6-2 泉谷ビル2F 03-3630-2910 https://www.meikogijuku.jp

2020/11/21 教室型 明光義塾 潮見教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0052 江東区潮見2-3-9 ホートクビル2F 03-6659-8038 https://www.meikogijuku.jp

2020/9/2 教室型 市進学院 豊洲教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0061 江東区豊洲3-4-8 スーパービバホーム豊洲店2F 03-3520-8971 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 豊洲教室2号館 国語、数学、英語、社会、理科 135-0061 江東区豊洲4-7-2 APEX豊洲5F 03-3520-9751 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 豊洲教室3号館 国語、数学、英語、社会、理科 135-0061 江東区豊洲4-7-1 豊洲エム・アイビル3F 03-5859-5201 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 豊洲シエルタワー校 英語、英会話 135-0061 江東区豊洲5-5-1 豊洲シエルタワー4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 豊洲教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0061 江東区豊洲3-4-8 スーパービバホーム2F 03-3520-8971 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ MyVillage新豊洲校 国語、数学、英語、社会、理科 135-0061 江東区豊洲6丁目4-26 MyVillage2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/myvillage/

2020/11/21 教室型 明光義塾 豊洲教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0061 江東区豊洲4-7-2 APEX2F 03-5548-1820 https://www.meikogijuku.jp

2020/11/21 教室型 明光義塾 東雲教室 国語、数学、英語、社会、理科 135-0062 江東区東雲1-9-17-103 03-3534-8540 https://www.meikogijuku.jp

2020/11/13 教室型 個人別指導塾ブレーン 亀戸校 国語、数学、英語、社会、理科 136-0071 江東区亀戸7-43-8 大橋ビル1F 03-5609-7172 https://www.brain-kobetsu.com

2020/9/2 教室型 個太郎塾 亀戸教室 国語、数学、英語、社会、理科 136-0071 江東区亀戸2-27-13 田部井ビル3F 03-5836-4322 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 大島教室 国語、数学、英語、社会、理科 136-0072 江東区大島5-36-8 宍戸第3ビル1F 03-5858-9451 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 大島教室 国語、数学、英語、社会、理科 136-0072 江東区大島5-36-8 宍戸第3ビル 03-5858-9451 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 西大島教室 国語、数学、英語、社会、理科 136-0072 江東区大島1-34-13 柿岡ビル201号室 03-5858-8647 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 東大島教室 国語、数学、英語、社会、理科 136-0072 江東区大島8-42-8 ユーケー東大島駅前ビル1F 03-5836-6811 https://www.ichishin.co.jp/

2020/11/21 教室型 明光義塾 大島教室 国語、数学、英語、社会、理科 136-0072 江東区大島5-7-5 3F 03-3682-0351 https://www.meikogijuku.jp

2020/10/6 教室型 スクールIE 砂町校 国語、数学、英語、社会、理科 136-0073 江東区北砂4-1-14 高梨ビル3F 03-5683-0802 https://www.schoolie-net.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 南砂町教室 国語、数学、英語、社会、理科 136-0074 江東区東砂7-1-1 ライオンズマンション南砂町101-B 03-6810-5577 https://www.ichishin.co.jp/

2020/11/21 教室型 明光義塾 砂町教室 国語、数学、英語、社会、理科 136-0076 江東区南砂5-23-8 朝日生命砂町ビル 03-3648-0301 https://www.meikogijuku.jp

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 個別指導塾スタンダード 大森教室 国語、数学、英語、社会、理科 140-0013 品川区南大井3-29-7 木村第2ビル2F 0120-747-818 https://std-ie.jp

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 五反田校 英語、英会話 141-0022 品川区東五反田2-2-2 松楽ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 不動前校 国語、数学、英語、社会、理科 141-0031 品川区西五反田3丁目12-15 村上ビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/fudo/

　　　　江東区

　　　　品川区
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 戸越校 国語、数学、英語、社会、理科 142-0041 品川区戸越3丁目4-18 ゴールドステージビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/togoshi/

2020/10/26 教室型 ena武蔵小山 国語、数学、英語、社会、理科 142-0062 品川区小山4丁目4-7 コスモ武蔵小山ビル6階 03-6276-8091 https://www.ena.co.jp

2020/9/2 教室型 個太郎塾 武蔵小山教室 国語、数学、英語、社会、理科 142-0062 品川区小山3-5-7 武蔵小山フラワーマンション1F 03-6303-3916 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 旗の台教室 国語、数学、英語、社会、理科 142-0064 品川区旗の台3-11-7 サンパティーク1F 03-5749-3191 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 旗の台教室 国語、数学、英語、社会、理科 142-0064 品川区旗の台3-11-7 サンパティーク1F 03-5749-3193 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 大森校 英語、英会話 143-0023 大田区山王2-8-26 東辰ビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 大森駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 143-0023 大田区山王2丁目3-13 シオカワビル6F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/oomori/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン グランデュオ蒲田校 英語、英会話 144-0051 大田区西蒲田7-68-1 グランデュオ蒲田西館8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 蒲田駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 144-0051 大田区西蒲田7丁目48-3 大越ビル3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/kamata/

2020/9/2 教室型 市進学院 蒲田教室 国語、数学、英語、社会、理科 144-0052 大田区蒲田5-20-10 第二美須ビル3F 03-5713-2366 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 蒲田教室 国語、数学、英語、社会、理科 144-0052 大田区蒲田5-20-10 第二美須ビル3F 03-5713-0688 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/1 教室型 個別指導臨海セレクト 雪谷大塚校 国語、数学、英語、社会、理科 145-0067 大田区雪谷大塚町7-10 第2サンユービル2F 03-5754-3262
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/t

okyo/c005/k0067/select/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 ハオ中国語アカデミー 渋谷校 中国語 150-0002 渋谷区渋谷3-9-10 渋谷アサヒビル3F 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/

2020/8/26 教室型 自立学習塾 Infinity恵比寿 国語、数学、英語、社会、理科 150-0012 渋谷区広尾1-15-16 渋谷橋Aビル3F 03-6459-3105 https://www.jiritsu.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 恵比寿教室 国語、数学、英語、社会、理科 150-0013 渋谷区恵比寿1-11-2 アサヒビル2F 03-3447-2400
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/shibuya-ku/S2086/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 恵比寿校 英語、英会話 150-0022 渋谷区恵比寿南1-2-11 フォーシーズン恵比寿ビル8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 渋谷本校 国語、数学、英語、社会、理科 150-0031 渋谷区桜丘町24-1 橋本ビル3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/shibuya/

2020/10/9 教室型 JOYミュージックスクール・さくらがおか校 音楽レッスン、話し方レッスン 150-0031 渋谷区桜丘町4-17 PORTAL Apartment & Art POINT 704 03-6416-9474 http://joy-music.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 渋谷駅前本校 英語、英会話 150-0043 渋谷区道玄坂2-3-1 渋谷駅前ビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 幡ヶ谷教室 国語、数学、英語、社会、理科 151-0072 渋谷区幡ケ谷2-9-18 巴屋ビル2F 03-3379-8790
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/shibuya-ku/S0469/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 笹塚駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 151-0073 渋谷区笹塚2丁目21-12 笹塚グリーンライフビル1F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/sasazuka/

2020/8/26 教室型 自立学習塾 笹塚教室 国語、数学、英語、社会、理科 151-0073 渋谷区笹塚1-24-11 福永ビル１F 03-3467-5012 http://www.jiritsu.co.jp

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 個太郎塾 碑文谷教室 国語、数学、英語、社会、理科 152-0003 目黒区碑文谷2-10-21 ディアハイム碑文谷2F 03-6906-6767 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/1 教室型 臨海セミナー 学芸大学校 国語、数学、英語、社会、理科 152-0004 目黒区鷹番2-21-11 プラザ鷹番3F 03-5725-8060
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/t

okyo/c013/k0155/shochu/

2020/10/6 教室型 個別指導キュービック 西小山校 国語、数学、英語、社会、理科 152-0011 目黒区原町1-10-14 エスピーアール雨宮ビル202 03-5725-8645 http://www.cubic2.biz/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 自由が丘東急ビル校 英語、英会話 152-0035 目黒区自由が丘1-30-3 自由が丘東急ビル9F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

　　　　大田区

　　　　渋谷区

　　　　目黒区
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/10/6 教室型 栄光ゼミナール 自由が丘校 国語、数学、英語、社会、理科 152-0035 目黒区自由が丘1-4-6 ヒューマンハーバー3階 03-5731-8461 https://www.eikoh-seminar.com/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 自由が丘校 国語、数学、英語、社会、理科 152-0035 目黒区自由が丘2丁目11-13 自由が丘Mビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/jiyugaoka/

2020/10/28 教室型 明光義塾 中目黒教室 国語、数学、英語、社会、理科 153-0051 目黒区上目黒3-6-23 シティハイツ五十鈴1F 03-3714-1341
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/meguro-ku/S2560/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/10/28 教室型 明光義塾 池尻大橋教室 国語、数学、英語、社会、理科 154-0001 世田谷区池尻3-19-1 ＩＯビルディング3F・4F 03-3795-1420
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/setagaya-ku/S0369/

2020/11/13 教室型 セルモ 松陰神社駅前教室 国語、数学、英語、社会、理科 154-0017 世田谷区世田谷4-2-10 03-6413-9681 https://www.selmoshowin.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 三軒茶屋校 国語、数学、英語、社会、理科 154-0024 世田谷区三軒茶屋2丁目14-8 三軒茶屋ファッションビル第二6F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/sangenjaya/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 下北沢校 英語、英会話 155-0031 世田谷区北沢2-25-19 ピアザ近江屋ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 下北沢駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 155-0031 世田谷区北沢2丁目6-10 仙田ビル6F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/shimokitazawa/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 梅ヶ丘校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 156-0043 世田谷区松原5丁目21-7 ヒルトップ大田1階 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 下高井戸駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 156-0044 世田谷区赤堤4丁目45-12 アイビイビル3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/shimotakaido/

2020/10/9 教室型 臨海セミナー 千歳船橋校 国語、数学、英語、社会、理科 156-0055 世田谷区船橋1-30-3 エグゼ船橋3F 03-5426-2326
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/t

okyo/c011/k0145/shochu/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 千歳烏山校 英語、英会話 157-0062 世田谷区南烏山6-2-1 駅前ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 千歳烏山校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 157-0062 世田谷区南烏山4-8-14 松屋ビル1階 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

2020/10/1 教室型 臨海セミナー 千歳烏山校 国語、数学、英語、社会、理科 157-0062 世田谷区南烏山5-18-12 南烏山柏屋ビル4F 03-5315-5911
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/t

okyo/c011/k0150/shochu/

2020/10/14 教室型 セルモ世田谷烏山教室 国語、数学、英語、社会、理科 157-0063 世田谷区粕谷3-1-28 03-5969-8102 http://www.selmo.jp/sc/karasuyama

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 成城学園前校 国語、数学、英語、社会、理科 157-0066 世田谷区成城2丁目40-7 トップ成城学園1F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/seijogakuenmae/

2020/10/8 教室型 森塾 成城学園前校 国語、数学、英語、社会、理科 157-0066 世田谷区成城2-39-2 成城学園ビューハイツ2階 03-5494-5661 https://www.morijuku.com/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 四谷校 英語、英会話 160-0004 新宿区四谷2-2-2 四谷三和ビル4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別指導塾スタンダード 四谷教室 国語、数学、英語、社会、理科 160-0004 新宿区四谷4-15 九久ビル3F 0120-747-1188 https://std-ie.jp

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 新宿東口校 英語、英会話 160-0022 新宿区新宿3-17-2 ヒューリック新宿三丁目ビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 新宿南口校 英語、英会話 160-0023 新宿区西新宿1-1-7 MSビルディング6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 ハオ中国語アカデミー 新宿校 中国語 160-0023 新宿区西新宿1-11-11 河野ビル5F 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 曙橋教室 国語、数学、英語、社会、理科 162-0065 新宿区住吉町8-8 アーバンハイツ店舗A(101号)1F 03-5341-4406 https://www.ichishin.co.jp/

2021/1/14 教室型 トライプラス 曙橋校 国語、数学、英語、社会、理科 162-0065 新宿区住吉町6-6 日本メータービル3F 03-6274-8295 https://www.try-plus.com/schools/426

2020/10/28 教室型 明光義塾 曙橋教室 国語、数学、英語、社会、理科 162-0065 新宿区住吉町11-21 サクセスウィング1F 03-3341-8470
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/shinjuku-ku/S1864/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 江戸川橋教室 国語、数学、英語、社会、理科 162-0801 新宿区山吹町5 METビル1F 03-5946-8250 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 ハオ中国語アカデミー 飯田橋校 中国語 162-0822 新宿区下宮比町1-1 相沢ビル4F 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 新宿アイランドタワー校 英語、英会話 163-1301 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー1F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 小滝橋教室 国語、数学、英語、社会、理科 169-0074 新宿区北新宿4-8-18 ライオンズマンション北新宿202号 03-5337-5971
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/shinjuku-ku/S1676/

　　　　世田谷区

　　　　新宿区
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 高田馬場校 英語、英会話 169-0075 新宿区高田馬場1-26-5 F・Iビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 高田馬場駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 169-0075 新宿区高田馬場4丁目8-4 ORAGAビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/takadanobaba/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 中野マルイ校 英語、英会話 164-0001 中野区中野3-34-28 中野マルイ6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 中野駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 164-0001 中野区中野4丁目2-13 JR中野北口富士ビル3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/nakano/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 新中野教室 国語、数学、英語、社会、理科 164-0012 中野区本町6-20-7 ヴェルディメゾン1F 03-6382-6366 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 新中野教室 国語、数学、英語、社会、理科 164-0012 中野区本町4-44-24 越地ビル1F・2F 03-3229-6350
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/nakano-ku/S0522/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 中野南台校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 164-0013 中野区弥生町4-23-1 川嶋ビル2階 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 市進学院 高円寺教室 国語、数学、英語、社会、理科 166-0002 杉並区高円寺北2-20-1 グリュッケンビル3F 03-5327-5460 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 高円寺教室 国語、数学、英語、社会、理科 166-0002 杉並区高円寺北2-20-1 グリュッケンビル 03-5327-5460 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 高円寺駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 166-0003 杉並区高円寺南6-7 アンフィニビル5F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/koenji/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 堀ノ内校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 166-0013 杉並区堀ノ内3-3-25 ミューゲブラン1階 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 杉並上井草教室 国語、数学、英語、社会、理科 167-0021 杉並区井草5-6-7 DHSさくら2F 03-6913-7117 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 下井草教室 国語、数学、英語、社会、理科 167-0022 杉並区下井草2-40-12 YMビル2F 03-6913-8818 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 西荻窪教室 国語、数学、英語、社会、理科 167-0042 杉並区西荻北3-32-11 ベルエアー西荻2F・3F 03-3395-7731
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/suginami-ku/S0577/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 荻窪駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 167-0051 杉並区荻窪5丁目16-12 荻窪NKビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/ogikubo/

2020/10/28 教室型 明光義塾 方南町教室 国語、数学、英語、社会、理科 168-0063 杉並区和泉4-51-11 寺井ビル4F･5F 03-3313-8541
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/suginami-ku/S0375/

2020/10/20 教室型 れんせい会 井の頭通り教室 国語、算数、英語、社会、理科 168-0065 杉並区浜田山4-15-7 03-6423-2541 https://renseikai.co.jp/place/inokashira

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 高井戸校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 168-0072 杉並区高井戸東3-27-11 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

2020/8/26 教室型 ena八幡山 国語、数学、英語、社会、理科 168-0074 杉並区上高井戸1丁目8-2 Toyaビル5-3Ｆ 03-6276-8091 http://www.ena.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 久我山教室 国語、数学、英語、社会、理科 168-0082 杉並区久我山3-24-17 大熊ビル2F 03-5336-8551 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 久我山教室 国語、数学、英語、社会、理科 168-0082 杉並区久我山3-24-17 大熊ビル2F 03-5336-8551 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 久我山駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 168-0082 杉並区久我山3丁目18-12 浅賀ビル1F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/kugayama/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン すがも校 英語、英会話 170-0002 豊島区巣鴨3-28-9 桃花源ビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 巣鴨駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 170-0002 豊島区巣鴨1丁目20-11 Jビル3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/sugamo/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 池袋本校 英語、英会話 170-0013 豊島区東池袋1-11-4 大和ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 ハオ中国語アカデミー 池袋校 中国語 170-0013 豊島区東池袋1-11-4 大和ビル9F 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/

　　　　杉並区

　　　　豊島区

　　　　中野区
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 池袋西口校 国語、数学、英語、社会、理科 171-0021 豊島区西池袋3丁目29-14 一平ビル3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/ikebukuronishiguchi/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 池袋東口校 国語、数学、英語、社会、理科 171-0022 豊島区南池袋2丁目13-10 南池袋山本ビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/ikebukuro/

2020/11/9 教室型 Z会進学教室 池袋教室 国語、数学、英語、社会、理科 171-0022 豊島区南池袋1-25-11 第15野萩ビル3F 03-5985-1166 https://www.zkai.co.jp/juku/jr-zshin/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 目白校 英語、英会話 171-0031 豊島区目白3-14-3 目白寛永堂ビル5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 目白駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 171-0031 豊島区目白3丁目13-1 TNビル3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/mejiro/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 雑司ヶ谷教室 国語、数学、英語、社会、理科 171-0032 豊島区雑司が谷2-5-3 エスペランサ雑司が谷駅前1F 03-6709-3074 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/10/28 教室型 明光義塾 板橋仲宿教室 国語、数学、英語、社会、理科 173-0005 板橋区仲宿56-17 福熙ビル2階 03-5943-1810
https://www.meikogijuku.jp/school/tokyo/itaba
shi-ku/S1475/

2020/12/14 教室型 桐山学習指導会 板橋本町校 国語、数学、社会、理科 174-0001 板橋区本町37-6 金抄ビル2F 03-6915-5758 http://touyama-juku.com/

2020/10/6 教室型 個別指導学院フリーステップ 蓮根教室 国語、数学、英語、社会、理科 174-0046 板橋区蓮根2丁目31番27号 2階3階 03-5918-6310
https://www.kaisei-
group.co.jp/freestep/school/312255/

2020/10/28 教室型 明光義塾 蓮根教室 国語、数学、英語、社会、理科 174-0046 板橋区蓮根3-1-1 羽深ビル2F 03-3558-8091
https://www.meikogijuku.jp/school/tokyo/itaba
shi-ku/S1391/

2020/11/24 教室型 英才個別学院 志村坂上校 国語、数学、英語、社会、理科 174-0051 板橋区小豆沢3-6-7 小豆沢ローズハイム1F 03-5916-3383 http://eisai-shimurasakaue.com

2020/10/28 教室型 明光義塾 ときわ台教室 国語、数学、英語、社会、理科 174-0072 板橋区南常盤台1-30-22 前島ビル2F 03-6683-3003
https://www.meikogijuku.jp/school/tokyo/itaba
shi-ku/S2383/

2020/10/9 教室型 臨海セミナー ときわ台校 国語、数学、英語、社会、理科 174-0072 板橋区南常盤台1-23-12 ベイ・アルファ常盤台3F 03-5917-2619
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/tokyo/c
003/k0159/shochu/?utm_source=google&utm_
medium=maps

2020/11/24 教室型 英才個別学院 西台駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 175-0082 板橋区高島平1-80-12 北岡ビル3F 03-5921-1777 http://eisai-nishidai.com/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 新高島平教室 国語、数学、英語、社会、理科 175-0082 板橋区高島平7-12-1-102 シャルム新高島平1F 03-6904-3438 https://www.ichishin.co.jp/

2020/11/19 教室型 小学館アカデミー 高島平教室 国語、数学、英語 175-0082 板橋区高島平8-14-9 青山荘102 03-6431-1394 https://www.889100.com/

2020/10/26 教室型 臨海セミナー 高島平校 国語、数学、英語、社会、理科 175-0082 板橋区高島平8-6-6 高島平ハイランドコーポ２F 03-5922-5219
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/tokyo/c
003/k0178/shochu/

2020/10/1 教室型 ECCジュニア 徳丸7丁目教室 英語、英会話 175-0083 板橋区徳丸7-9-10 03-3937-9152 https://eccjuniorbs.jp/ht132880/

2020/11/9 教室型 栄光ゼミナール 東武練馬校 国語、数学、英語、社会、理科 175-0083 板橋区徳丸2-4-4 03-5922-5491
https://www.eikoh-
seminar.com/kyoshitsu/u9517.html

2020/10/28 教室型 明光義塾 東武練馬教室 国語、数学、英語、社会、理科 175-0083 板橋区徳丸3-17-5 手塚ビル3F 03-3937-4976
https://www.meikogijuku.jp/school/tokyo/itaba
shi-ku/S3272/

2020/9/2 教室型 市進学院 成増教室 国語、数学、英語、社会、理科 175-0094 板橋区成増1-28-14 小倉ビル2F 03-5383-8100 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/6 教室型 栄光ゼミナール 成増校 国語、数学、英語、社会、理科 175-0094 板橋区成増2-10-3 三栄ドメール1階 03-3979-2001 https://www.eikoh-seminar.com/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 成増教室 国語、数学、英語、社会、理科 175-0094 板橋区成増1-28-14 小倉ビル2F 03-5383-8103 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 成増駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 175-0094 板橋区成増1丁目28-13 塩住ビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/tokyo/narim
asu/

2020/10/28 教室型 明光義塾 成増教室 国語、数学、英語、社会、理科 175-0094 板橋区成増1-13-17 ソレイユ成増2F 03-5968-8310
https://www.meikogijuku.jp/school/tokyo/itaba
shi-ku/S3273/

2020/10/9 教室型 臨海セミナー 成増校 国語、数学、英語、社会、理科 175-0094 板橋区成増2-17-10 タカスビル2F 03-5967-3255
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/tokyo/c
003/k0153/shochu/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 市進学院 練馬教室 国語、数学、英語、社会、理科 176-0012 練馬区豊玉北5-7-10 リカビル2F 03-5946-4800 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 練馬校 英語、英会話 176-0012 練馬区豊玉北5-17-11 ホンダビル4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 練馬教室 国語、数学、英語、社会、理科 176-0012 練馬区豊玉北5-7-10 リカビル2F 03-5946-4813 https://www.ichishin.co.jp/

　　　　板橋区

　　　　練馬区
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 練馬駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 176-0012 練馬区豊玉北5丁目23-16 セントレア豊玉2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/nerima/

2020/10/1 教室型 臨海セミナー 練馬校 国語、数学、英語、社会、理科 176-0012 練馬区豊玉北5-3-10 一信堂ビル2F・3F 03-5912-1929
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/t

okyo/c012/k0192/shochu/

2020/9/2 教室型 市進学院 大泉学園教室 国語、数学、英語、社会、理科 178-0063 練馬区東大泉1-37-2 三幸産業第6ビル3F 03-5933-1600 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 大泉学園校 英語、英会話 178-0063 練馬区東大泉1-29-1 ゆめりあ1・3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 大泉学園教室 国語、数学、英語、社会、理科 178-0063 練馬区東大泉1-26-12 スクエア大泉学園207 03-5935-6834 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 大泉学園駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 178-0063 練馬区東大泉1丁目30-7 瀧島ビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/oizumigakuen/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 光が丘校 英語、英会話 179-0072 練馬区光が丘2-10-2 光が丘IMA東館2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/9/25 教室型 個別指導学院TOCO 赤塚駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 179-0073 練馬区田柄2-50-6 2F 03-3979-4388 http://www.kobetsu-toco.com/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 平和台教室 国語、数学、英語、社会、理科 179-0083 練馬区平和台4-8-3 ベルピース101 03-6281-0250 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 吉祥寺校 英語、英会話 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-4-18 ジョージフォーラムビル7F・8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 吉祥寺駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-10 ロータスビル4階 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/kichijoji/

2020/9/2 教室型 市進学院 三鷹教室 国語、数学、英語、社会、理科 180-0006 武蔵野市中町1-20-2 藤和シティコープ三鷹3F 0422-50-1600 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 武蔵境教室 国語、数学、英語、社会、理科 180-0023 武蔵野市境南町2-10-25 武蔵境マンション105 0422-26-1200 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 三鷹教室 国語、数学、英語、社会、理科 181-0013 武蔵野市中町1-20-2 藤和シティコープ三鷹2F 0422-67-6061 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 三鷹校 英語、英会話 181-0013 三鷹市下連雀3-26-10 三鷹千歳ビル5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 三鷹駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 181-0013 三鷹市下連雀3丁目26-12 三鷹三菱ビルディング8F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/mitaka/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 三鷹校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 181-0013 三鷹市下連雀7-6-34 山崎商事事務所2階 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 個太郎塾 国領教室 国語、数学、英語、社会、理科 182-0022 調布市国領町3-1-39 Kサイドビル202号室 042-490-0070 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 調布校 英語、英会話 182-0024 調布市布田1-39-1 間橋ビル8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 調布駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 182-0024 調布市布田1丁目45-6 調布東口ビル2階 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/chofu/

2020/10/8 教室型 森塾 調布校 国語、数学、英語、社会、理科 182-0024 調布市布田1-45-6 調布東口ビル302 042-440-3229 https://www.morijuku.com/

2020/10/1 教室型 臨海セミナー 調布校 国語、数学、英語、社会、理科 182-0024 調布市布田4-19-10 桐畠ビル2F 042-440-1855
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/t

okyo/c017/k0119/shochu/

2020/9/2 教室型 市進学院 調布教室 国語、数学、英語、社会、理科 182-0026 調布市小島町2-48-26 調布サウスゲートビル2F 042-489-6111 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 調布教室 国語、数学、英語、社会、理科 182-0026 調布市小島町2-48-26 調布サウスゲートビル 042-489-6111 https://www.ichishin.co.jp/

　　　　武蔵野市

　　　　三鷹市

　　　　調布市
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 個太郎塾 武蔵野台教室 国語、数学、英語、社会、理科 183-0011 府中市白糸台5-1-1 ハイタウン武蔵野1F 042-319-0046 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 東府中教室 国語、数学、英語、社会、理科 183-0015 府中市清水が丘1-1-3 第一勇心ビル3F 042-358-0787 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 分倍河原教室 国語、数学、英語、社会、理科 183-0021 府中市片町2-20-3 サンノーブル2F 042-354-0900 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 府中くるる校 英語、英会話 183-0023 府中市宮町1-50 くるる2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/10/26 教室型 個別ena府中本町 国語、数学、英語、社会、理科 183-0027 府中市本町2丁目7-1 メゾン・ジュネス１F 03-6276-8091 https://www.ena.co.jp

2020/11/6 教室型 スクールIE 中河原校 国語、数学、英語、社会、理科 183-0034 府中市住吉町1-35-10 タカノビル4F 042-363-7763
https://www.schoolie-

net.jp/classrooms/detail/418?utm_sourc

2020/11/13 教室型 ホームスタディスクール 国語、数学、英語、社会、理科 183-0041 府中市北山町三丁目23番地6 042-571-1361 https://hsstop.wixsite.com/1990

2020/11/13 教室型 俊英館Flex 府中校 国語、数学、英語、社会、理科 183-0053 府中市天神町1-11-8 042-348-8411
https://www.shuneikan.co.jp/school/fuc

huu2/index.html

2020/9/2 教室型 市進学院 府中教室 国語、数学、英語、社会、理科 183-0055 府中市府中町1-6-2 三和第二ビル3F 042-335-8000 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/25 教室型 クラスベネッセ 府中教室 国語、算数、英語、社会、理科 183-0055 府中市府中町1-10-3 府中南ビル4F 042-319-2111
https://www.benesse.co.jp/class-

benesse/fuchu/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 府中教室 国語、数学、英語、社会、理科 183-0055 府中市府中町1-6-11 三和第3ビル2F 042-354-6733 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 府中駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 183-0055 府中市府中町1丁目1-5 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/fuchu/

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 府中校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 183-0055 府中市府中町3-1-6 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

2020/10/6 教室型 早稲田アカデミー 府中校 国語、数学、英語、社会、理科 183-0055 府中市府中町1-8-1 042-360-8711 https://waseda-ac.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 個別指導学院ヒーローズ 東小金井校 国語、数学、英語、社会、理科、プログラミング等 184-0002 小金井市梶野町5-2-24 052-879-6701 https://www.wa-hd.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 武蔵小金井教室 国語、数学、英語、社会、理科 184-0004 小金井市本町2-6-12 ライベスト武蔵小金井1F 042-401-2777 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン ミーツ国分寺校 英語、英会話 185-0012 国分寺市本町3-1-1 ミーツ国分寺4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 国分寺駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 185-0012 国分寺市本町2丁目2-14 セントクオークビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/kokubunji/

2020/10/28 教室型 明光義塾 恋ヶ窪教室 国語、数学、英語、社会、理科 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪4-30-3 恋ヶ窪クリニックビル1F 042-327-0790
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/kokubunji-shi/S2051/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 国分寺教室 国語、数学、英語、社会、理科 185-0021 国分寺市南町3-14-4 佐久間ビル3F 042-401-1311 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 市進学院 国立教室 国語、数学、英語、社会、理科 186-0002 国立市東1-4-4 第3池田ビル1F 042-501-2110 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 国立教室 国語、数学、英語、社会、理科 186-0002 国立市東1-4-4 第3池田ビル4F 042-580-4833 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 国立駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 186-0002 国立市東1丁目6-15 松岡国立ビル3階 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/kunitachi/

2020/10/28 教室型 明光義塾 国立教室 国語、数学、英語、社会、理科 186-0004 国立市中1-16-33 国立商工振興第4ビル2F・3F 042-575-0191
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/kunitachi-shi/S1752/

　　　　府中市

　　　　小金井市

　　　　国分寺市

　　　　国立市
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 市進学院 久米川教室 国語、数学、英語、社会、理科 189-0013 東村山市栄町1-23-21 MS第二ビル4F 042-392-8822 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 久米川教室 国語、数学、英語、社会、理科 189-0013 東村山市栄町2-9-14 東晃第二ビル3F 042-392-9312 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 久米川駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 189-0013 東村山市栄町2丁目10-51 NS駅前ビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/kumegawa/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/10/28 教室型 明光義塾 武蔵増戸教室 国語、数学、英語、社会、理科 190-0142 あきる野市伊奈882-2 042-595-3950
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/akiruno-shi/S2824/

2020/10/28 教室型 明光義塾 秋川駅前教室 国語、数学、英語、社会、理科 197-0804 あきる野市秋川6-1-1 042-559-6990
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/akiruno-shi/S2452/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 立川校 英語、英会話 190-0012 立川市曙町2-12-18 KDX立川駅前ビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 立川駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 190-0012 立川市曙町2丁目4-4 昭和ビル6F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/tachikawa/

2020/10/6 教室型 Z会進学教室 立川教室 国語、数学、英語、社会、理科 190-0012 立川市曙町1-18-2 一清ビルB1F 042-540-1366 https://www.zkai.co.jp/juku/jr-zshin/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 個太郎塾 高幡不動教室 国語、数学、英語、社会、理科 191-0031 日野市高幡1004-6 タウンフレッチェ高幡2F 042-599-5600 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 高幡不動駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 191-0031 日野市高幡1000-2 三井住友銀行高幡不動ビル3F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/takahatafudou/

2021/1/14 教室型 けいおう学院 三沢教室 数学、英語、理科 191-0032 日野市三沢3-2-13-202 042-592-0745 https://keiou.jp/

2020/10/9 教室型 こだま塾 国語、数学、英語、社会、理科 191-0062 日野市多摩平2-5-10 042-514-9164 http://kodamajuku.com/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 個太郎塾 八王子教室 国語、数学、英語、社会、理科 192-0046 八王子市東町5-5 ハルズ八王子ビル5F 042-656-1842 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 八王子教室 国語、数学、英語、社会、理科 192-0082 八王子市東町5-5 ハルズ八王子ビル2F 042-642-6171 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 八王子校 英語、英会話 192-0083 八王子市旭町1-4 八王子交通ビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 八王子駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 192-0083 八王子市旭町12-4 日本生命八王子ビル5F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/hachioji/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 京王堀之内教室 国語、数学、英語、社会、理科 192-0355 八王子市堀之内3-29-16 金子スポーツ堀之内ビル1F 042-682-3815 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 市進学院 南大沢教室 国語、数学、英語、社会、理科 192-0364 八王子市南大沢2-25-310区画 フォレストモール南大沢3F 042-670-6121 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 南大沢教室 国語、数学、英語、社会、理科 192-0364 八王子市南大沢2-25-307区画 フォレストモール南大沢3F 042-670-6033 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 南大沢パオレ校 国語、数学、英語、社会、理科 192-0364 八王子市南大沢2丁目2 パオレ7F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/minamiosawapaore/

2020/10/28 教室型 明光義塾 南大沢教室 国語、数学、英語、社会、理科 192-0364 八王子市南大沢2-2 パオレビル6F 042-674-8991
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/hachioji-shi/S1533/

2020/10/28 教室型 早稲田アカデミー個別進学館 南大沢校 国語、数学、英語、社会、理科 192-0364 八王子市南大沢2-2 パオレビル7F 042-678-2166
https://www.waseaca-

kobetsu.jp/school/tokyo/S430031/

　　　　東村山市

　　　　立川市

　　　　日野市

　　　　あきる野市

　　　　八王子市
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 八王子みなみ野駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 192-0918 八王子市兵衛1丁目3-1 ミクリスシティ2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/hachiojiminamino/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/10/28 教室型 早稲田アカデミー個別進学館 町田校 国語、数学、英語、社会、理科 194-0013 町田市原町田6-17-4 芳村ビル3F 042-720-4331
https://www.waseaca-
kobetsu.jp/school/tokyo/S430004/

2020/9/2 教室型 市進学院 町田教室 国語、数学、英語、社会、理科 194-0022 町田市森野1-7-12 TMビル2F 042-721-5666 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 町田教室 国語、数学、英語、社会、理科 194-0022 町田市森野1-7-12 TMビル2F 042-721-5662 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 町田駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 194-0022 町田市森野1丁目34-10 第一矢沢ビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/tokyo/mach
ida/

2020/10/6 教室型 希望塾 国語、英語、理科 194-0031 町田市南大谷1386-5 090-8502-2720

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 町田東急ツインズ校 英語、英会話 194-8501 町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズウエスト7F・W713 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 昭島モリタウン校 英語、英会話 196-0014 昭島市田中町562-1 モリタウン東館2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 昭島駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 196-0015 昭島市昭和町2丁目5-3 昭和センタービル5F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/akishima/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/25 教室型 個別指導学院TOCO 東久留米校 国語、数学、英語、社会、理科 203-0014 東久留米市東本町14-25 カムレイド303 042-479-1977 http://www.kobetsu-toco.com/

2020/12/3 教室型 Dr.関塾 滝山校 国語、数学、英語、社会、理科 203-0033 東久留米市滝山4-1-31 042-477-4110 https://takiyama.dr-kanjuku.net/

2020/8/26 教室型 個別指導学院フリーステップ 東久留米教室 国語、数学、英語、社会、理科 203-0053 東久留米市本町1-3-6 Glanz Bldg3階 042-420-9887
https://www.kaisei-

group.co.jp/freestep/school/311635/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/10/28 教室型 明光義塾 聖蹟桜ヶ丘教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0002 多摩市一ノ宮3-1-18 ハイマート聖蹟桜ヶ丘208 042-376-1710
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/tama-shi/S3354/

2020/9/2 教室型 市進学院 聖蹟桜ヶ丘教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0011 多摩市関戸4-5-4 神谷第二ビル3F 042-376-7373 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 聖蹟桜ヶ丘校 英語、英会話 206-0011 多摩市関戸2-40-27 SAラッシュビル5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 聖蹟桜ヶ丘教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0011 多摩市関戸4-5-4 神谷第二ビル3F 042-376-7373 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 聖蹟桜ヶ丘駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 206-0011 多摩市関戸1丁目11-3 桜ケ丘プラザビル4F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/seisekisakuragaoka/

2020/10/6 教室型 ena永山 国語、数学、英語、社会、理科 206-0024 多摩市諏訪2-12 アクロス永山ビル1F 03-6276-8091 https://www.ena.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 ベルブ永山教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0025 多摩市永山1-5 ベルブ永山5F 042-400-0138 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 多摩センター校 英語、英会話 206-0033 多摩市落合1-39-1 マグレブEAST9F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 多摩センター教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0033 多摩市落合2-33 クロスガーデン多摩3F 042-375-1141
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/tama-shi/S2624/

　　　　町田市

　　　　昭島市

　　　　東久留米市

　　　　多摩市
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登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/2 教室型 個太郎塾 稲城教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0804 稲城市百村1624-1 稲城パークホームズ101 042-370-3516 https://www.ichishin.co.jp/

2020/10/28 教室型 明光義塾 稲城教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0804 稲城市百村1623-1 パストラルハイム稲城2F 042-379-4791
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/inagi-shi/S0753/

2020/9/2 教室型 市進学院 若葉台教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0824 稲城市若葉台2-1-1 フレスポ若葉台EAST3F 042-350-5151 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 若葉台教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0824 稲城市若葉台2-1-1 フレスポ若葉台EAST3F 042-350-5153 https://www.ichishin.co.jp/

2020/8/26 教室型 個別教室のトライ 若葉台フレスポ校 国語、数学、英語、社会、理科 206-0824 稲城市若葉台2丁目4-2 フレスポ若葉台2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/toky

o/wakabadaifuresupo/

2020/10/28 教室型 明光義塾 若葉台教室 国語、数学、英語、社会、理科 206-0824 稲城市若葉台1-55 アクロスプラザ若葉台東1F 042-331-0201
https://www.meikogijuku.jp/school/toky

o/inagi-shi/S3313/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/9/25 教室型 個別指導学院TOCO ひばりヶ丘校 国語、数学、英語、社会、理科 188-0001 西東京市谷戸町2-15-12 貫井ビル2F 042-439-8774 http://www.kobetsu-toco.com/

2020/9/2 教室型 市進学院 田無教室 国語、数学、英語、社会、理科 188-0011 西東京市田無町2-10-2 三富BLD2F 042-451-8833 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 田無教室 国語、数学、英語、社会、理科 188-0012 西東京市田無町2-10-2 三富ビル2F 042-460-0851 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 ひばりヶ丘教室 国語、数学、英語、社会、理科 202-0002 西東京市ひばりが丘北3-3-14 モンマビル2F 042-420-1311 https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/2 教室型 個太郎塾 保谷教室 国語、数学、英語、社会、理科 202-0004 西東京市下保谷4-11-7 042-439-9720 https://www.ichishin.co.jp/

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/11/2 教室型 代々木進学ゼミナール 武蔵村山西校 国語、数学、英語、社会、理科 208－0034 武蔵村山市残堀5-131-3 マンション川嶋101 042-560-1006 http://www.yoshin-zemi.com

登録日 種類 教室名 サービス内容 所在地　　　　　　　　　 問い合わせ先 URL

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 川崎駅前校 英語、英会話 210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎11F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 武蔵小杉校 英語、英会話 211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉STMビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/12/18 教室型 スター楽器 小杉センター フルート、ピアノ、エレクトーン、ドラム、サックスなど 211-0063 川崎市中原区小杉町1-526-12 小杉町1丁目ビル 044-722-6396
https://www.stargakki.com/kyousitu/m-

center/kosugi.html

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 溝の口ノクティプラザ校 英語、英会話 213-0001 川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティプラザ1ビル8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 新百合丘OPA校 英語、英会話 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合丘OPA5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/10/6 教室型 早稲田アカデミー 若葉台校 国語、数学、英語、社会、理科 215-0035 川崎市麻生区黒川562-6 044-988-3611 https://waseda-ac.co.jp/

2020/8/26 教室型 ハオ中国語アカデミー 横浜校 中国語 220-0005 横浜市西区南幸1-11-2 浜西ビル5F 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 横浜本校 英語、英会話 222-0004 横浜市西区北幸1-1-8 エキ二ア横浜8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 新横浜校 英語、英会話 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-4 新横浜千歳観光ビル9F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 日吉東急アベニュー校 英語、英会話 223-0061 横浜市港北区日吉2-1-1 日吉東急アベニュー本館3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 中山校 英語、英会話 226-0019 横浜市緑区中山1-22-1 中山駅前エストビル5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 青葉台東急スクエア校 英語、英会話 227-8555 横浜市青葉区青葉台1-7-1 青葉台東急スクエアSouth-2・7F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 鶴見校 英語、英会話 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町3-28 鶴見コーリンビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 横浜元町校 英語、英会話 231-0868 横浜市中区石川町1-13-5 豆文ビル4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

　　　　西東京市

　　　　稲城市

　　　　東京都外

　　　　武蔵村山市
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2020/8/26 教室型 英会話イーオン 上大岡校 英語、英会話 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-18-3 miokaリスト館7F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 金沢八景校 英語、英会話 236-0027 横浜市金沢区瀬戸15-10 萬寿穂ビル宝寿3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 本厚木校 英語、英会話 243-0018 厚木市中町2-1-7 藍澤ビル4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 東戸塚校 英語、英会話 244-0801 横浜市戸塚区品濃町539-6 アーバン東戸塚6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 戸塚校 英語、英会話 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町489-1 オセアン柏桜ビル4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 小田原駅前校 英語、英会話 250-0011 小田原市栄町1-3-15 箱根登山スカイラークビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 湘南藤沢OPA校 英語、英会話 251-0055 藤沢市南藤沢22-3 藤沢OPA7F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 橋本校 英語、英会話 252-0143 相模原市緑区橋本6-2-1 イオン橋本店5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 相模大野ステーションスクエア校 英語、英会話 252-0303 相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステ-ションスクエア8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 湘南台校 英語、英会話 252-0804 藤沢市湘南台1-4-1 小田急マルシェ湘南台4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 平塚校 英語、英会話 254-0034 平塚市宝町2-1 ホーメスト平塚共同ビル5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 千葉センシティ校 英語、英会話 260-0028 千葉市中央区新町1000番地 センシティタワー15F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 我孫子校 英語、英会話 270-1151 我孫子市本町2-3-8 第一鈴木ビル2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 松戸校 英語、英会話 271-0091 松戸市本町4-9 流鉄松戸ビル5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 本八幡校 英語、英会話 272-0021 市川市八幡2-16-7 三愛ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 市川校 英語、英会話 272-0034 市川市市川1-9-2 青山ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 船橋FACE校 英語、英会話 273-0005 船橋市本町1-3-1 FACEビル10F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 北習志野校 英語、英会話 274-0063 船橋市習志野台2-6-1 小林ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 津田沼パルコ校 英語、英会話 274-0825 船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコB館6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 柏マルイ校 英語、英会話 277-0005 柏市柏1-1-11 柏マルイ8F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 ハオ中国語アカデミー 柏校 中国語 277-0842 柏市末広町4-1 鈴木ビル3F 03-3343-0112 https://www.hao-net.com/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 浦安校 英語、英会話 279-0001 浦安市当代島1-1-23 林ビル2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 市原五井校 英語、英会話 290-0081 市原市五井中央西2-8-33 小宮ビル2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 浦和校 英語、英会話 330-0063 さいたま市浦和区高砂2-6-18 島田屋ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 大宮校 英語、英会話 330-0802 さいたま市大宮区宮町1-5 大宮銀座ビル5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 蕨校 英語、英会話 335-0002 蕨市塚越1-2-16 三井商事ビル5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 北越谷校 英語、英会話 343-0026 越谷市北越谷4-21-1 GMCビル北越谷4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 新越谷校 英語、英会話 343-0845 越谷市南越谷1-17-7 アクロスキューブ南越谷2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 春日部校 英語、英会話 344-0067 春日部市中央1-2-1 マルヤ住宅駅前ビル2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン アトレ川越校 英語、英会話 350-1122 川越市脇田町105 アトレ川越7F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 和光市駅前校 英語、英会話 351-0112 和光市丸山台1-10-5 和光MHビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 志木校 英語、英会話 352-0001 新座市東北2-31-15 太田ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 新所沢校 英語、英会話 359-1111 所沢市緑町2-7-18 TIPビル6F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 所沢校 英語、英会話 359-1123 所沢市日吉町9-8 第2本橋ビル3F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン 熊谷アズ校 英語、英会話 360-0037 熊谷市筑波2-115 熊谷駅ビル・アズ5F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/
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2020/8/26 教室型 英会話イーオン 上尾校 英語、英会話 362-0042 上尾市谷津2-1-50 上尾協和ビル4F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/

2020/8/26 教室型 英会話イーオン エルミこうのす校 英語、英会話 365-0038 鴻巣市本町1-1-2 エルミこうのすショッピングモール2F 0800-111-1111 https://www.aeonet.co.jp/
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