
教室名 教室名カナ 住所4 電話番号 都道府県名

千歳駅前教室 ﾁﾄｾｴｷﾏｴ 〒066-0062 北海道千歳市千代田町６－２０ 第１２ふじやビル１Ｆ－ＡＢ室 0123-22-3332 北海道

苫小牧東教室 ﾄﾏｺﾏｲﾋｶﾞｼ 〒053-0044 北海道苫小牧市音羽町１－１８－７ 第２アオノビル　１Ｆ 0144-31-6331 北海道

清田教室 ｷﾖﾀ 〒004-0842 北海道札幌市清田区清田二条１－３－２５ 第２晃和ビル　２Ｆ 011-883-6322 北海道

札幌美しが丘教室 ｻｯﾎﾟﾛｳﾂｸｼｶﾞｵｶ 〒004-0813 北海道札幌市清田区美しが丘三条６－９－２２ 011-885-7250 北海道

北野通り教室 ｷﾀﾉﾄﾞｵﾘ 〒004-0872 北海道札幌市清田区平岡二条１－９－３ 宮北平岡ビル　１Ｆ 011-889-5822 北海道

苫小牧桜木教室 ﾄﾏｺﾏｲｻｸﾗｷﾞ 〒053-0832 北海道苫小牧市桜木町４－１５－１５ テナントＡ室 0144-76-7610 北海道

苫小牧沼ノ端教室 ﾄﾏｺﾏｲﾇﾏﾉﾊﾀ 〒059-1303 北海道苫小牧市拓勇東町３丁目２－６ 0144-57-9661 北海道

恵み野駅前教室 ﾒｸﾞﾐﾉｴｷﾏｴ 〒061-1373 北海道恵庭市恵み野西１丁目８－３ イーストビル　２０３ 0123-39-6540 北海道

恵庭駅前教室 ｴﾆﾜｴｷﾏｴ 〒061-1448 北海道恵庭市相生町２－１ いざりえ３F 0123-32-0551 北海道

中山吉成教室 ﾅｶﾔﾏﾖｼﾅﾘ 〒981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３９－１ NAKAYAMAあさのビル　４Ｆ 022-719-1831 宮城県

八乙女教室 ﾔｵﾄﾒ 〒981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央１－７－５ 八乙女オフィスビル　３Ｆ 022-773-2030 宮城県

北仙台教室 ｷﾀｾﾝﾀﾞｲ 〒981-0915 宮城県仙台市青葉区通町２－５－２８ アクス通町２Ｆ 022-271-1796 宮城県

愛子教室 ｱﾔｼ 〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央１丁目６番１４号 菅井ビル　２Ｆ 022-392-7700 宮城県

利府青葉台教室 ﾘﾌｱｵﾊﾞﾀﾞｲ 〒981-0133 宮城県宮城郡利府町青葉台３－１－７５ 相浦ビル　１Ｆ 022-767-7430 宮城県

大富教室 ﾀｲﾄﾐ 〒981-3622 宮城県黒川郡大和町もみじヶ丘３－３４－２ ギャラリー大富　２Ｆ 022-348-1520 宮城県

南中山教室 ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏ 〒981-3213 宮城県仙台市泉区南中山３丁目２－１８ 宮城富士ビル　１Ｆ 022-348-4365 宮城県

泉高森教室 ｲｽﾞﾐﾀｶﾓﾘ 〒981-3203 宮城県仙台市泉区高森８－４－４ 泉高森ビル　２Ｆ 022-377-1147 宮城県

岩切駅前教室 ｲﾜｷﾘｴｷﾏｴ 〒983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口１８８ 岩切駅前ｋｋビル　２Ｆ 022-396-0661 宮城県

泉中央教室 ｲｽﾞﾐﾁｭｳｵｳ 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央４－１９－１ プラーナ泉中央１０３ 022-371-9030 宮城県

木町通教室 ｷﾏﾁﾄﾞｵﾘ 〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町１－２３ 東急ドエルアルス支倉　１Ｆ 022-722-7530 宮城県

明石台教室 ｱｶｲｼﾀﾞｲ 〒981-3332 宮城県富谷市明石台６－１－２０ COOP明石台ショッピングセンター内 022-773-8630 宮城県

南光台教室 ﾅﾝｺｳﾀﾞｲ 〒981-8003 宮城県仙台市泉区南光台３－２５－１６ ロイヤルハイツ壱番館２Ｆ－２０１号室 022-274-5821 宮城県

水の森教室 ﾐｽﾞﾉﾓﾘ 〒981-0962 宮城県仙台市青葉区水の森３－４１－１５ フローラル共済ビル　４Ｆ 022-279-3901 宮城県

北浦和駅前教室 ｷﾀｳﾗﾜｴｷﾏｴ 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－８－１５ 光邦ビル　４Ｆ 048-825-8571 埼玉県

さいたま北袋教室 ｻｲﾀﾏｷﾀﾌﾞｸﾛ 〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－４０９－１ 048-658-7005 埼玉県

宮原東口教室 ﾐﾔﾊﾗﾋｶﾞｼｸﾞﾁ 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町２－１７－１０ 第３清水ビル　３Ｆ 048-669-1700 埼玉県

大袋教室 ｵｵﾌﾞｸﾛ 〒343-0032 埼玉県越谷市袋山１２１１－４ パストラルヒル　２Ｆ 048-970-7910 埼玉県

新座教室 ﾆｲｻﾞ 〒352-0011 埼玉県新座市野火止５－１－４６ イニシア新座ガーデンフォート　１Ｆ 048-480-3270 埼玉県

越谷駅前教室 ｺｼｶﾞﾔｴｷﾏｴ 〒343-0808 埼玉県越谷市赤山本町２－１４ 越谷西口ＴＲビル　４Ｆ 048-963-2976 埼玉県

蒲生旭町教室 ｶﾞﾓｳｱｻﾋﾁｮｳ 〒343-0842 埼玉県越谷市蒲生旭町９－２ 048-961-1955 埼玉県

武蔵浦和教室 ﾑｻｼｳﾗﾜ 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡３－１０－１１ 細淵ビル４０２号室 048-865-8218 埼玉県

浦和太田窪教室 ｳﾗﾜﾀﾞｲﾀｸﾎﾞ 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪２－２－１－２Ｆ 048-881-7399 埼玉県

南浦和教室 ﾐﾅﾐｳﾗﾜ 〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町２－２１－９ ホワイトキャッスル　１Ｆ 048-815-6620 埼玉県

所沢教室 ﾄｺﾛｻﾞﾜ 〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉７－９ ティーイングビル　２Ｆ 04-2925-0089 埼玉県

せんげん台教室 ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲ 〒343-0041 埼玉県越谷市千間台西１－８－７ せんげん台ＩＫビル　３０４号 048-979-7241 埼玉県

土呂教室 ﾄﾛ 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町１－１５－２１ 高畑ビル　２Ｆ 048-654-7506 埼玉県

ココネ上福岡教室 ｺｺﾈｶﾐﾌｸｵｶ 〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１－２－１２ ココネ上福岡３番館１０２ 049-256-2010 埼玉県

本川越教室 ﾎﾝｶﾜｺﾞｴ 〒350-0042 埼玉県川越市中原町２－１０－１２ ＭＫビル　３Ｆ 049-226-2532 埼玉県

蕨東口教室 ﾜﾗﾋﾞﾋｶﾞｼｸﾞﾁ 〒333-0851 埼玉県川口市芝新町５－７ 須賀第８ビル２Ｆ 048-260-0360 埼玉県

吉川駅前教室 ﾖｼｶﾜｴｷﾏｴ 〒342-0045 埼玉県吉川市木売１－５－３ 吉川情報サービスセンタービル　４Ｆ－Ｂ室 048-983-0661 埼玉県

東所沢教室 ﾋｶﾞｼﾄｺﾛｻﾞﾜ 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢１－３－１１ ウチヤマビル　２Ｆ 04-2951-5451 埼玉県

東大宮教室 ﾋｶﾞｼｵｵﾐﾔ 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３３－１２ 柏洋ビル　４Ｆ　Ｂ号室 048-682-3222 埼玉県

志木駅前教室 ｼｷｴｷﾏｴ 〒353-0004 埼玉県志木市本町５－１７－３９ 金子ビル１Ｆ・２Ｆ 048-486-5281 埼玉県

大和田教室 ｵｵﾜﾀﾞ 〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１２３０－１２７ 第Ⅱ山登ビル１０１号 048-689-9191 埼玉県

大宮東口教室 ｵｵﾐﾔﾋｶﾞｼｸﾞﾁ 〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町１－２５ ラ・フリュール長島　１Ｆ 048-647-7460 埼玉県

北越谷教室 ｷﾀｺｼｶﾞﾔ 〒343-0027 埼玉県越谷市大房６８４－３ さわてつビル　１Ｆ 048-974-9692 埼玉県

南松本教室 ﾐﾅﾐﾏﾂﾓﾄ 〒390-0835 長野県松本市高宮東５－１７ 宝屋商店ビル　３Ｆ 0263-27-3741 長野県

村井教室 ﾑﾗｲ 〒399-0036 長野県松本市村井町南１－３１－１７ 宮澤ビル　３Ｆ 0263-58-6711 長野県

諏訪中洲教室 ｽﾜﾅｶｽ 〒392-0012 長野県諏訪市四賀１６５１－２ 0266-52-8100 長野県

塩尻教室 ｼｵｼﾞﾘ 〒399-0744 長野県塩尻市大門６４－８ 繁里ビル　２Ｆ 0263-51-6140 長野県

松本教室 ﾏﾂﾓﾄ 〒390-0815 長野県松本市深志１－２－１８ コスモビル　２Ｆ 0263-39-8201 長野県

茅野教室 ﾁﾉ 〒391-0005 長野県茅野市仲町４丁目－１ ミドリヤビル　２Ｆ 0266-82-9750 長野県

岡谷教室 ｵｶﾔ 〒394-0027 長野県岡谷市中央町１－９－９ ますりん貸事務所　１Ｆ 0266-24-2470 長野県

松本桐教室 ﾏﾂﾓﾄｷﾘ 〒390-0871 長野県松本市桐２－５－１０ 桐ビル　２Ｆ 0263-38-1351 長野県

千葉みなと教室 ﾁﾊﾞﾐﾅﾄ 〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町１－２－２ 桑田ビル１Ｆ－１Ｂ 043-302-5550 千葉県

天王台教室 ﾃﾝﾉｳﾀﾞｲ 〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台４－７－２０ ステイタスヒル天王台壱番館１Ｆ－Ｂ号室 04-7181-7131 千葉県

柏西教室 ｶｼﾜﾆｼ 〒277-0843 千葉県柏市明原３－３－１２ 折戸ビル　２Ｆ 04-7141-9950 千葉県

柏の葉キャンパス教室 ｶｼﾜﾉﾊｷｬﾝﾊﾟｽ 〒277-0871 千葉県柏市若柴２２７－６ パークシティ柏の葉キャンパス二番街Ｂ棟　１Ｆ 04-7137-6086 千葉県

流山おおたかの森教室 ﾅｶﾞﾚﾔﾏｵｵﾀｶﾉﾓﾘ 〒270-0121 千葉県流山市西初石５－１１１新Ｂ３９街区１ ヴェルジールおおたかの森１０６号室 04-7153-4811 千葉県

馬橋西教室 ﾏﾊﾞｼﾆｼ 〒271-0061 千葉県松戸市栄町西１－８５２ 堀内ビル１０２号 047-703-1140 千葉県

千城台教室 ﾁｼﾛﾀﾞｲ 〒264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北１－２６－１６ マコフハイツ　１Ｆ 043-236-6420 千葉県

野田桜台教室 ﾉﾀﾞｻｸﾗﾀﾞｲ 〒278-0032 千葉県野田市桜台１９－１ 04-7120-2166 千葉県

おゆみ野教室 ｵﾕﾐﾉ 〒266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南３－１－１ 043-291-5667 千葉県

増尾教室 ﾏｽｵ 〒277-0051 千葉県柏市加賀３－２５－１ 加賀ビル　２Ｆ 04-7176-0635 千葉県

松戸教室 ﾏﾂﾄﾞ 〒271-0092 千葉県松戸市松戸１１１７ ビラ松濤　２Ｆ－Ｂ 047-366-2351 千葉県

千葉中央教室 ﾁﾊﾞﾁｭｳｵｳ 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央１－１１－１ 千葉中央ツインビル１号館　１０２ 043-202-3170 千葉県

四街道教室 ﾖﾂｶｲﾄﾞｳ 〒284-0005 千葉県四街道市四街道１－２－１ チェリープラザ２０２ 043-422-6470 千葉県

新松戸ゆりのき通り教室 ｼﾝﾏﾂﾄﾞﾕﾘﾉｷﾄﾞｵﾘ 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸３－４１２ ヨコスカビル２０２号 047-345-9303 千葉県

茂原教室 ﾓﾊﾞﾗ 〒297-0022 千葉県茂原市町保１０－３９ 田中ビル　２Ｆ 0475-25-0267 千葉県

八街教室 ﾔﾁﾏﾀ 〒289-1115 千葉県八街市八街ほ２５２－１ 043-440-0051 千葉県

都賀教室 ﾂｶﾞ 〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀３－２－５ なかや第２ビル　３Ｆ 043-214-5120 千葉県

銚子駅前教室 ﾁｮｳｼｴｷﾏｴ 〒288-0044 千葉県銚子市西芝町２－１１ 銚子駅前鈴木ビル 0479-20-5131 千葉県

小見川駅前教室 ｵﾐｶﾞﾜｴｷﾏｴ 〒289-0313 千葉県香取市小見川８８０ 木下ビル１Ｆ 0478-80-1261 千葉県

佐原教室 ｻﾜﾗ 〒287-0003 千葉県香取市佐原イ４１７８－３ ２Ｆ 0478-50-2281 千葉県

成東教室 ﾅﾙﾄｳ 〒289-1345 千葉県山武市津辺１２９－２ メンズきはらビル　２Ｆ 0475-80-1077 千葉県

成田教室 ﾅﾘﾀ 〒286-0035 千葉県成田市囲護台３－１－１６ 囲護台３丁目ビル　２Ｆ 0476-20-3505 千葉県

多古教室 ﾀｺ 〒289-2241 千葉県香取郡多古町多古２７４４ 城屋ビル　１Ｆ 0479-70-6131 千葉県

八日市場教室 ﾖｳｶｲﾁﾊﾞ 〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ２４６７ 沢田薬局ビル　１Ｆ 0479-70-0080 千葉県

佐倉教室 ｻｸﾗ 〒285-0817 千葉県佐倉市大崎台１－３－６ 押尾ビル　２Ｆ－２０２号室 043-481-0071 千葉県



東金教室 ﾄｳｶﾞﾈ 〒283-0068 千葉県東金市東岩崎８－２ サンブリッジ三橋ビル２Ｆ 0475-50-4680 千葉県

布佐駅前教室 ﾌｻｴｷﾏｴ 〒270-1101 千葉県我孫子市布佐２７９８－６ 篠崎ビル　２Ｆ 04-7181-6221 千葉県

幕張教室 ﾏｸﾊﾘ 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４７９－６ アテナ幕張　２Ｆ 043-350-4951 千葉県

小金原教室 ｺｶﾞﾈﾊﾗ 〒270-0021 千葉県松戸市小金原７－３３－１０ 047-374-4020 千葉県

鎌取教室 ｶﾏﾄﾘ 〒266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－１７－７ 沖ビル　２Ｆ 043-292-0551 千葉県

土気駅前教室 ﾄｹｴｷﾏｴ 〒267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－１－８ ピアブルック　５Ｆ 043-295-0853 千葉県

湖北駅前教室 ｺﾎｸｴｷﾏｴ 〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台１－１－１６ 中野店舗　１Ｆ 04-7181-4610 千葉県

東庄笹川教室 ﾄｳﾉｼｮｳｻｻｶﾞﾜ 〒289-0601 千葉県香取郡東庄町笹川い字宮後５５５０－１ 0478-80-3201 千葉県

ちはら台教室 ﾁﾊﾗﾀﾞｲ 〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南６－４３－１２ 0436-50-2600 千葉県

妙典教室 ﾐｮｳﾃﾞﾝ 〒272-0111 千葉県市川市妙典４丁目９－２１ ガーデンアベニュー妙典　２Ｆ 047-307-7210 千葉県

榎戸教室 ｴﾉｷﾄﾞ 〒289-1106 千葉県八街市榎戸９１７－１０ 043-440-1120 千葉県

ベイタウン教室 ﾍﾞｲﾀｳﾝ 〒261-0013 千葉県千葉市美浜区打瀬１－２－３ ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸｳｪｽﾄTP棟3-1･2 043-350-0860 千葉県

富里御料教室 ﾄﾐｻﾄｺﾞﾘｮｳ 〒286-0211 千葉県富里市御料１００５－１３ 0476-90-6270 千葉県

北柏教室 ｷﾀｶｼﾜ 〒277-0831 千葉県柏市根戸１８６４－４ カパルア２Ｆ－２０３ 04-7133-8099 千葉県

初石教室 ﾊﾂｲｼ 〒270-0114 千葉県流山市東初石２－１８４ サン丸山ビル２Ｆ 04-7153-5906 千葉県

南流山駅前教室 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾚﾔﾏｴｷﾏｴ 〒270-0163 千葉県流山市南流山１－１－２ ＭＭビル　２－Ｃ 04-7159-9362 千葉県

我孫子教室 ｱﾋﾞｺ 〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子１－８－１７ ル・ソルボンヌ　１Ｆ 04-7184-8882 千葉県

北松戸教室 ｷﾀﾏﾂﾄﾞ 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷字北台２２０８番－１ ベルシェ松戸１　１Ｆ 047-703-5651 千葉県

船橋教室 ﾌﾅﾊﾞｼ 〒273-0005 千葉県船橋市本町６－１８－５ アサヒ船橋ビル１０１号 047-425-4031 千葉県

西船橋教室 ﾆｼﾌﾅﾊﾞｼ 〒273-0031 千葉県船橋市西船４－１７－２ 近藤ビル　１Ｆ 047-432-0115 千葉県

原木中山駅前教室 ﾊﾞﾗｷﾅｶﾔﾏｴｷﾏｴ 〒273-0035 千葉県船橋市本中山７－８－１５ サンハイム原木中山１０１ 047-320-1138 千葉県

市川教室 ｲﾁｶﾜ 〒272-0033 千葉県市川市市川南１－７－３ ユートピアマンション　１０１ 047-324-3780 千葉県

大網教室 ｵｵｱﾐ 〒299-3235 千葉県大網白里市駒込７５２ ブラビーカクガワ　３０１ 0475-73-4174 千葉県

南柏教室 ﾐﾅﾐｶｼﾜ 〒277-0855 千葉県柏市南柏１－６－１２ 穂高第20ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ　1F-EA 04-7144-7808 千葉県

塚田駅前教室 ﾂｶﾀﾞｴｷﾏｴ 〒273-0042 千葉県船橋市前貝塚町５５７ 伊藤ビル　２Ｆ 047-439-4210 千葉県

茂原南教室 ﾓﾊﾞﾗﾐﾅﾐ 〒297-0035 千葉県茂原市下永吉８５５－１ 0475-24-0730 千葉県

東船橋教室 ﾋｶﾞｼﾌﾅﾊﾞｼ 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋４－３１－７ プティソール　２０２ 047-422-9023 千葉県

ひたち野うしく教室 ﾋﾀﾁﾉｳｼｸ 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東５－８－３－Ｂ 029-878-2281 茨城県

牛久教室 ｳｼｸ 〒300-1234 茨城県牛久市中央５－２０－１１ 牛久駅前ビル３Ｆ－３０１号室 029-874-2776 茨城県

神栖教室 ｶﾐｽ 〒314-0145 茨城県神栖市平泉東１－６４－１８１ オオタケビル　２０２ 0299-90-1501 茨城県

鹿嶋教室 ｶｼﾏ 〒314-0032 茨城県鹿嶋市宮下２－４－２６ ﾛﾜｲﾔﾙ･ﾕｳ鹿島　１Ｆ 0299-90-7091 茨城県

竜ヶ崎ニュータウン教室 ﾘｭｳｶﾞｻｷﾆｭｰﾀｳﾝ 〒301-0043 茨城県龍ケ崎市松葉５－１０－８ ガーデンコート松葉１－Ｂ 0297-60-8031 茨城県

竜ヶ崎教室 ﾘｭｳｶﾞｻｷ 〒301-0836 茨城県龍ケ崎市寺後３９８２－４ トキワビル　１Ｆ 0297-62-9261 茨城県

取手教室 ﾄﾘﾃﾞ 〒302-0023 茨城県取手市白山１－３－８ 白山ビル　１F 0297-72-7367 茨城県

昭島教室 ｱｷｼﾏ 〒196-0015 東京都昭島市昭和町２－２－１５ タウンベルハイツ　２Ｆ 042-546-7050 東京都

巣鴨教室 ｽｶﾞﾓ 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨１－１２－１ 冠城園ビル３Ｆ 03-5940-7872 東京都

上石神井教室 ｶﾐｼｬｸｼﾞｲ 〒177-0044 東京都練馬区上石神井１－４０－１３ 第７田中ビル　２Ｆ 03-5903-5631 東京都

福生駅前教室 ﾌｯｻｴｷﾏｴ 〒197-0011 東京都福生市福生９９２－２ ＮＴ．ＢＬＤ．１　２Ｆ 042-553-6118 東京都

大泉学園南口教室 ｵｵｲｽﾞﾐｶﾞｸｴﾝﾐﾅﾐｸﾞﾁ 〒178-0063 東京都練馬区東大泉６－３４－４５ ＳＫビルⅡ 03-3867-4811 東京都

富士見台教室 ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ 〒176-0021 東京都練馬区貫井３－３－１０ 富士屋ビル２Ｆ 03-5987-3400 東京都

拝島駅前教室 ﾊｲｼﾞﾏｴｷﾏｴ 〒196-0003 東京都昭島市松原町４－１１－１２ ＡＦビル２Ｆ 042-549-1680 東京都

練馬教室 ﾈﾘﾏ 〒176-0011 東京都練馬区豊玉上２－２７－２３ ロイヤルハイツ　２Ｆ 03-3557-4970 東京都

武蔵野台駅前教室 ﾑｻｼﾉﾀﾞｲｴｷﾏｴ 〒183-0011 東京都府中市白糸台４－１６－６ 丸茂ビル２Ｆ 042-358-4851 東京都

小竹向原教室 ｺﾀｹﾑｶｲﾊﾗ 〒173-0036 東京都板橋区向原１－１４－２ アーバンハイツ１Ｆ 03-3957-2220 東京都

光が丘教室 ﾋｶﾘｶﾞｵｶ 〒179-0075 東京都練馬区高松５－１２－９ ボンソワール２Ｆ 03-5372-5410 東京都

平和台教室 ﾍｲﾜﾀﾞｲ 〒179-0085 東京都練馬区早宮２－１９－１３ パストラルタナカ２Ｆ 03-5922-1551 東京都

箱根ヶ崎教室 ﾊｺﾈｶﾞｻｷ 〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎１７６－２Ｆ 042-568-4150 東京都

関町南教室 ｾｷﾏﾁﾐﾅﾐ 〒177-0053 東京都練馬区関町南３－９－３２ ソシアドエル　１Ｆ 03-3929-6861 東京都

早稲田教室 ﾜｾﾀﾞ 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田２－１１－１２ 八百板ビル　２Ｆ 03-3200-6071 東京都

池袋教室 ｲｹﾌﾞｸﾛ 〒171-0022 東京都豊島区南池袋３－１３－５ ＫＪ南池袋ビル２Ｆ 03-3983-3800 東京都

大岡山教室 ｵｵｵｶﾔﾏ 〒145-0062 東京都大田区北千束１－５１－６ サンルミナス　２Ｆ 03-5726-1312 東京都

京王八王子教室 ｹｲｵｳﾊﾁｵｳｼﾞ 〒192-0046 東京都八王子市明神町４－６－３ みつげんビル３Ｆ 042-648-3191 東京都

三鷹北口教室 ﾐﾀｶｷﾀｸﾞﾁ 〒180-0006 東京都武蔵野市中町２－５－１ 桜井ビル１Ｆ 0422-54-8700 東京都

駒込教室 ｺﾏｺﾞﾒ 〒114-0015 東京都北区中里１－１０－６ 駒込Ｋビル３Ｆ－３０１号室 03-3823-5567 東京都

青梅教室 ｵｳﾒ 〒198-0083 東京都青梅市本町１３０－１ ステーションプラザ　１Ｆ 0428-24-4690 東京都

阿佐ヶ谷教室 ｱｻｶﾞﾔ 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北１－２９－１６ 杉野ビル　２Ｆ 03-5327-0230 東京都

旗の台教室 ﾊﾀﾉﾀﾞｲ 〒142-0054 東京都品川区西中延２－１５－２０ ベルデ高野　２Ｆ 03-3783-6651 東京都

分倍河原教室 ﾌﾞﾊﾞｲｶﾞﾜﾗ 〒183-0032 東京都府中市本宿町２－３－１ カネヒチビル　２Ｆ 042-364-0990 東京都

清瀬教室 ｷﾖｾ 〒204-0021 東京都清瀬市元町１－８－２５ ムサシビル　２Ｆ 042-494-8640 東京都

茗荷谷教室 ﾐｮｳｶﾞﾀﾞﾆ 〒112-0002 東京都文京区小石川５－５－２ バンビビル　４Ｆ 03-5940-0580 東京都

羽村教室 ﾊﾑﾗ 〒205-0011 東京都羽村市五ノ神４－１５－１ 榎戸ビル　３Ｆ 042-579-0871 東京都

三鷹中央教室 ﾐﾀｶﾁｭｳｵｳ 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀３－３７－４１ 新栄ビル　３Ｆ 0422-45-4605 東京都

石神井公園教室 ｼｬｸｼﾞｲｺｳｴﾝ 〒177-0041 東京都練馬区石神井町４－６－３ ダイナシティ石神井公園　２Ｆ 03-3996-5481 東京都

東村山駅前教室 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏｴｷﾏｴ 〒189-0014 東京都東村山市本町２－３３－４ セザールプラザ１０１ 042-393-4930 東京都

下井草教室 ｼﾓｲｸﾞｻ 〒167-0022 東京都杉並区下井草３－４１－９ すずきビル　１Ｆ 03-3390-6099 東京都

池袋西口教室 ｲｹﾌﾞｸﾛﾆｼｸﾞﾁ 〒171-0021 東京都豊島区西池袋５－１３－１２ MKビル　３F 03-5956-5881 東京都

ひばりヶ丘教室 ﾋﾊﾞﾘｶﾞｵｶ 〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北４－８－２４ ひばりシティーハイツ２０２ 042-423-4901 東京都

池上教室 ｲｹｶﾞﾐ 〒146-0082 東京都大田区池上６－１－３ 三信池上ビル　３Ｆ 03-3754-3423 東京都

大森教室 ｵｵﾓﾘ 〒143-0016 東京都大田区大森北５－９－１１ 浜崎屋ビル　３Ｆ 03-3298-7441 東京都

王子教室 ｵｳｼﾞ 〒114-0002 東京都北区王子１－２３－１ フラワーマンション　２Ｆ 03-3914-3622 東京都

大泉学園教室 ｵｵｲｽﾞﾐｶﾞｸｴﾝ 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町６－１９－４２ 名都ビル　２Ｆ 03-5933-3251 東京都

東久留米教室 ﾋｶﾞｼｸﾙﾒ 〒203-0011 東京都東久留米市大門町１－２－３６ 042-472-9407 東京都

西葛西教室 ﾆｼｶｻｲ 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西６－１０－１４ 正栄ビル　２０２ 03-5658-8550 東京都

尾山台教室 ｵﾔﾏﾀﾞｲ 〒158-0086 東京都世田谷区尾山台３－３４－８ 金子ビル　３Ｆ 03-3702-2231 東京都

御嶽山教室 ｵﾝﾀｹｻﾝ 〒145-0073 東京都大田区北嶺町１５－８ フォーラム北嶺　Ｂ号室 03-3748-1260 東京都

開成教室 ｶｲｾｲ 〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４３５７－９ Ｆｉｎｅ開成　１Ｆ 0465-85-5275 神奈川県

六ツ川教室 ﾑﾂｶﾜ 〒232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川１－６４５－１ オフィス六ツ川２Ｆ－２０１号室 045-712-9501 神奈川県

松田教室 ﾏﾂﾀﾞ 〒258-0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１１５６－４ 小野ビル　２Ｆ 0465-82-8490 神奈川県

渋沢教室 ｼﾌﾞｻﾜ 〒259-1315 神奈川県秦野市柳町１－１７－１ 牧島ビル　３Ｆ 0463-87-8520 神奈川県

瀬谷教室 ｾﾔ 〒246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央２－２４ ラフィネ瀬谷中央１０３ 045-444-9450 神奈川県

北久里浜教室 ｷﾀｸﾘﾊﾏ 〒239-0807 神奈川県横須賀市根岸町３－９－５ HARA　BLDG北久里浜　２Ｆ 046-833-6588 神奈川県

読売ランド教室 ﾖﾐｳﾘﾗﾝﾄﾞ 〒214-0037 神奈川県川崎市多摩区西生田３－９－２５ コロモヤビル３Ｆ 044-954-6211 神奈川県



希望ヶ丘教室 ｷﾎﾞｳｶﾞｵｶ 〒241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘１０７ コナミスポーツクラブ希望ヶ丘１F 045-361-8877 神奈川県

上大岡教室 ｶﾐｵｵｵｶ 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１２－３ 京浜ビル　１Ｆ 045-845-9559 神奈川県

南万騎が原教室 ﾐﾅﾐﾏｷｶﾞﾊﾗ 〒241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町３６－１３ 柏ハーモニービル　３Ｆ 045-361-4521 神奈川県

三浦海岸教室 ﾐｳﾗｶｲｶﾞﾝ 〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３３７３－１５ コシジビル　２Ｆ 046-887-1145 神奈川県

鶴ヶ峰教室 ﾂﾙｶﾞﾐﾈ 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町１丁目３４－１１ 第２鈴木ビル　２Ｆ 045-959-0280 神奈川県

野比教室 ﾉﾋﾞ 〒239-0841 神奈川県横須賀市野比１－２５－５ 荒井ビル　３Ｆ 046-840-1318 神奈川県

久里浜教室 ｸﾘﾊﾏ 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜４－１６－１ ＯＴビル　１Ｆ 046-836-5640 神奈川県

三ツ境南口教室 ﾐﾂｷｮｳﾐﾅﾐｸﾞﾁ 〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１ コナミスポーツクラブ三ツ境内 045-367-7941 神奈川県

蒔田教室 ﾏｲﾀ 〒232-0044 神奈川県横浜市南区榎町２－６６ 日神パレステージ　１Ｆ 045-731-9604 神奈川県

弥生台教室 ﾔﾖｲﾀﾞｲ 〒245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台２５－１ 弥生台石川ビル　３０４ 045-814-9380 神奈川県

柿生教室 ｶｷｵ 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３８－９ プラザピア３Ｆ 044-989-4050 神奈川県

左京山教室 ｻｷｮｳﾔﾏ 〒458-0035 愛知県名古屋市緑区曽根２－１６２ サイエンスビル　３Ｆ西側 052-629-5519 愛知県

御器所教室 ｺﾞｷｿ 〒466-0015 愛知県名古屋市昭和区御器所通３－１８ ＳＴプラザ御器所　３Ｆ 052-859-0520 愛知県

池下教室 ｲｹｼﾀ 〒464-0061 愛知県名古屋市千種区向陽１－１２－２８ ハイホーム向陽苑１Ｆ－ＣＤ号室 052-761-4349 愛知県

赤池教室 ｱｶｲｹ 〒470-0125 愛知県日進市赤池１－３００１ 第２５オーシャンプラザ　１Ｆ 052-808-6481 愛知県

野並駅前教室 ﾉﾅﾐｴｷﾏｴ 〒468-0045 愛知県名古屋市天白区野並３－２３６ サンモール井田野並　２Ｆ 052-899-0661 愛知県

新安城教室 ｼﾝｱﾝｼﾞｮｳ 〒446-0071 愛知県安城市今池町２－１８６ ＯＭビル　３Ｆ 0566-96-1711 愛知県

滝の水教室 ﾀｷﾉﾐｽﾞ 〒458-0021 愛知県名古屋市緑区滝ノ水１－２６１３ アイレッジ　１Ｆ 052-899-0606 愛知県

知立教室 ﾁﾘｭｳ 〒472-0036 愛知県知立市堀切３－１４ 松栄ビル　２Ｆ 0566-84-7001 愛知県

島田教室 ｼﾏﾀﾞ 〒468-0055 愛知県名古屋市天白区池場５－２０２ メゾン島田　１Ｆ 052-809-3562 愛知県

日進駅前教室 ﾆｯｼﾝｴｷﾏｴ 〒470-0113 愛知県日進市栄２－１１３ 中川店舗Ａ棟 0561-74-7078 愛知県

本山駅前教室 ﾓﾄﾔﾏｴｷﾏｴ 〒464-0821 愛知県名古屋市千種区末盛通５－１３－３ 大雄ビル　２Ｆ 052-734-9120 愛知県

三河安城教室 ﾐｶﾜｱﾝｼﾞｮｳ 〒446-0059 愛知県安城市三河安城本町２－１１－７ 0566-73-6001 愛知県

北一社教室 ｷﾀｲｯｼｬ 〒465-0091 愛知県名古屋市名東区よもぎ台２－６１８ 柴田ビル　１Ｆ 052-726-9460 愛知県

自由ケ丘教室 ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 〒464-0041 愛知県名古屋市千種区霞ケ丘２－９－１６ コヲノ第２ビル　１Ｆ 052-711-8391 愛知県

平安通教室 ﾍｲｱﾝﾄﾞｵﾘ 〒462-0819 愛知県名古屋市北区平安２－２－２５ 第８諏訪ビル１Ｆ 052-914-0860 愛知県

星ヶ丘教室 ﾎｼｶﾞｵｶ 〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通３－５４ グランドメゾン星ヶ丘　１Ｆ 052-709-3960 愛知県

緑黒石教室 ﾐﾄﾞﾘｸﾛｲｼ 〒458-0003 愛知県名古屋市緑区黒沢台４－１５１１ 鳴海プラザ　２Ｆ 052-879-2360 愛知県

穂積教室 ﾎﾂﾞﾐ 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府８５－６ 白木ビル　１Ｆ 058-327-1987 岐阜県

羽島教室 ﾊｼﾏ 〒501-6242 岐阜県羽島市竹鼻町錦町７ ケーユービル　３Ｆ 058-391-9280 岐阜県

那加教室 ﾅｶ 〒504-0966 岐阜県各務原市那加本町２９ 若山ビル　１Ｆ 058-380-2822 岐阜県

北方教室 ｷﾀｶﾞﾀ 〒501-0438 岐阜県本巣郡北方町平成７－６ 058-320-3434 岐阜県

市橋教室 ｲﾁﾊｼ 〒500-8381 岐阜県岐阜市市橋１－１４－１４ グランフォーレ市橋　２Ｆ 058-272-9845 岐阜県

大垣駅前教室 ｵｵｶﾞｷｴｷﾏｴ 〒503-0901 岐阜県大垣市高屋町３－２８ パピリオビル　４Ｆ 0584-82-0890 岐阜県

岐阜駅前教室 ｷﾞﾌｴｷﾏｴ 〒500-8429 岐阜県岐阜市加納清水町３－８－１ 日本泉ビル　３Ｆ 058-272-9539 岐阜県

長森教室 ﾅｶﾞﾓﾘ 〒500-8238 岐阜県岐阜市細畑６－４－１３ 058-259-3855 岐阜県

柳津教室 ﾔﾅｲﾂﾞ 〒501-6112 岐阜県岐阜市柳津町北塚５－３８－３ 058-218-2528 岐阜県

鵜沼教室 ｳﾇﾏ 〒509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町３－１８３－１ 058-379-5326 岐阜県

則武教室 ﾉﾘﾀｹ 〒502-0931 岐阜県岐阜市則武１２５－２ 058-210-1015 岐阜県

豊津教室 ﾄﾖﾂ 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町３－３－４０ １Ｆ 06-6378-2031 大阪府

鴫野教室 ｼｷﾞﾉ 〒536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西４－１０－１４ ショッピングフロアーステップ　２Ｆ 06-6964-0360 大阪府

四条畷教室 ｼｼﾞｮｳﾅﾜﾃ 〒574-0003 大阪府大東市明美の里町１１－３ シャルマン明美の里　１Ｆ 072-863-3120 大阪府

駒川中野教室 ｺﾏｶﾞﾜﾅｶﾉ 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川４－１３－７－１Ｆ 06-6605-9151 大阪府

今里教室 ｲﾏｻﾞﾄ 〒537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西１－１７－１５ グランデージ今里　１Ｆ 06-6977-0780 大阪府

長尾教室 ﾅｶﾞｵ 〒573-0163 大阪府枚方市長尾元町６－１－６ 駅前ビル２Ｆ 072-850-8130 大阪府

千里丘教室 ｾﾝﾘｵｶ 〒566-0011 大阪府摂津市千里丘東１－９－３ 池上ビル　２Ｆ 072-631-3555 大阪府

千里中央パークヒルズ教室 ｾﾝﾘﾁｭｳｵｳﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ 〒560-0085 大阪府豊中市上新田１－２８ 千里中央パークヒルズＬ棟２０１号 06-6836-2207 大阪府

五月が丘教室 ｻﾂｷｶﾞｵｶ 〒565-0834 大阪府吹田市五月が丘北２－１３ ウェル千里１０１号室 06-6878-7220 大阪府

緑丘教室 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘３－１３－３ ヴェルデ緑丘１０２ 06-6843-1144 大阪府

新千里南町教室 ｼﾝｾﾝﾘﾐﾅﾐﾏﾁ 〒560-0084 大阪府豊中市新千里南町３－１－２０ 千里大成ビル２Ｆ 06-6170-2575 大阪府

豊中市役所前教室 ﾄﾖﾅｶｼﾔｸｼｮﾏｴ 〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚３－１０－１２ ヴィラ森田２Ｆ 06-6857-0131 大阪府

ベアーズ大日教室 ﾍﾞｱｰｽﾞﾀﾞｲﾆﾁ 〒571-0051 大阪府門真市向島町３－３５ ベアーズＢ棟２Ｆ 06-6901-8931 大阪府

摂津富田駅前教室 ｾｯﾂﾄﾝﾀﾞｴｷﾏｴ 〒569-1144 大阪府高槻市大畑町３－９ ジョイフルとんだ　３Ｆ 072-692-5360 大阪府

蒲生教室 ｶﾞﾓｳ 〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育１－８－１ 東洋プラザ京阪野江　１Ｆ 06-6939-3006 大阪府

忍ヶ丘教室 ｼﾉﾌﾞｶﾞｵｶ 〒575-0003 大阪府四條畷市岡山東２－３－２７ タツミビル　１Ｆ 072-863-6111 大阪府

住道南教室 ｽﾐﾉﾄﾞｳﾐﾅﾐ 〒574-0033 大阪府大東市扇町７－３ アークホール　１Ｆ 072-875-1425 大阪府

放出教室 ﾊﾅﾃﾝ 〒538-0043 大阪府大阪市鶴見区今津南１－５－２４ 今津マンション　１Ｆ 06-6963-4191 大阪府

鴻池教室 ｺｳﾉｲｹ 〒578-0975 大阪府東大阪市中鴻池町２－１－６４ ハイムＭ＆Ｋ鴻池　１Ｆ 06-4309-1300 大阪府

千里山教室 ｾﾝﾘﾔﾏ 〒565-0845 大阪府吹田市千里山星が丘１－２ スターズオンヒルズ２F 06-6190-8651 大阪府

香里園教室 ｺｳﾘｴﾝ 〒572-0029 大阪府寝屋川市寿町６１－８ ニシリク香里ビル　３０１ 072-802-5058 大阪府

寝屋川成美教室 ﾈﾔｶﾞﾜｾｲﾋﾞ 〒572-0044 大阪府寝屋川市清水町３６－３ 072-830-0611 大阪府

富田南教室 ﾄﾝﾀﾞﾐﾅﾐ 〒569-0824 大阪府高槻市川添２－９－９ 藤川ビル　２Ｆ 072-696-9790 大阪府

箕面教室 ﾐﾉｵ 〒562-0003 大阪府箕面市西小路３－１－１ ウェストフィールドビル　３Ｆ 072-723-6486 大阪府

摂津鳥飼教室 ｾｯﾂﾄﾘｶｲ 〒566-0054 大阪府摂津市鳥飼八防１－８－４ 井上ビル　２Ｆ 072-654-4190 大阪府

多田教室 ﾀﾀﾞ 〒666-0124 兵庫県川西市多田桜木２－１０－３７ 来田ビル２F 072-792-2788 兵庫県

伊丹教室 ｲﾀﾐ 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台２－６－５ イスズハイツベル伊丹　１Ｆ 072-780-5119 兵庫県

本山教室 ﾓﾄﾔﾏ 〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町３－１０－２１ 本山スポーツ＆カルチャー内 078-451-2271 兵庫県

住吉教室 ｽﾐﾖｼ 〒658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町７－１－６ 吉田ビル２Ｆ 078-842-2204 兵庫県

ＲＩＣ教室 ﾘｯｸ 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中１－１４－３０７ 078-822-9055 兵庫県

深江駅前教室 ﾌｶｴｴｷﾏｴ 〒658-0013 兵庫県神戸市東灘区深江北町３－４－８ 難波ビル１Ｆ 078-452-0557 兵庫県

神戸上沢通教室 ｺｳﾍﾞｶﾐｻﾜﾄﾞｵﾘ 〒652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通５－１－１７ ラ・ルミエール藤井　１Ｆ 078-531-4383 兵庫県

西宮北口教室 ﾆｼﾉﾐﾔｷﾀｸﾞﾁ 〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町１－２６ 0798-66-6207 兵庫県


