店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

IOOみつわ台学習教室

若葉区みつわ台2-5-15 アルファプラザ1F

http://ioo-mitsuwadai.com/

アイバ楽器

千城台センター

若葉区千城台北3-21-1

https://aibagakki.co.jp/

アイバ楽器

都賀センター

若葉区西都賀3-8-3

https://aibagakki.co.jp/

アイバ楽器

東千葉センター

中央区東千葉3-1-12

https://aibagakki.co.jp/

ＩＢイングリッシュ蘇我校

中央区南町2-15-3 第3山一ビル4F

https://soga.ib-english.com/

ＩＢイングリッシュ千葉寺校

中央区千葉寺町1205-1 ウィンディーバレー２ 1F

https://chibadera.ib-english.com/

ＩＢリーダーズ蘇我校

中央区南町2-15-3 第3山一ビル4階

http://www.ib-leaders.jp/school/soga.html

アウェイク

若葉区桜木7-6-1

朝日カルチャーセンター千葉教室

中央区中央1-11-1

https://www.asahiculture.jp/chiba

アフタースクールgrowlabo西千葉

中央区春日1-20-1 伊坂第二ビル2階

http://www.cocolabo-care.com/

APHRODITE

若葉区小倉台5-13-4

アメリカンランゲージスクール鎌取校

緑区おゆみ野3-10-3 HANA203号

http://www.eikaiwa-chiba.jp/

アメリカンランゲージスクール土気校

緑区あすみが丘3-1-17 202号

http://www.eikaiwa-chiba.jp/

aromaroomエツコ

花見川区幕張町5-457 グレイス宮葉101号

https://aroma-etsuko.com/

イーオン千葉センシティ校

中央区新町1000番地 センシティタワー 15F

https://www.aeonet.co.jp/school/kanto/chiba/1214/

ECC外語学院イオンモール幕張新都心校

美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心グランドモール3階

https://www.ecc.jp/school/chiba/makuhari/

ECCジュニアあすみが丘東5丁目教室

緑区あすみが丘東5-14-4

https://eccjuniorbs.jp/ht121785/

ECCジュニア

稲毛駅前教室

稲毛区稲毛東3-19-15 MFビル402

https://eccjuniorbs.jp/ht121715/

ECCジュニア

新検見川駅前教室

花見川区南花園2-3-1 イイダコーポ107号

https://eccjuniorbs.jp/ht121522/

ECCジュニア殿台教室

若葉区殿台町135-12

イオンカルチャークラブ幕張新都心店

美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心グランドモール2階

EQWELチャイルドアカデミー稲毛駅前教室

稲毛区小仲台2-5-2-901 第一大越ビル

https://www.eqwel.jp

EQWELチャイルドアカデミーおゆみ野教室

緑区おゆみ野3-6-2 YSビル3F

https://www.eqwel.jp/school/046027.html

市進学院

稲毛海岸教室

美浜区高須3-14-8 花澤高洲ビル

市進学院

稲毛教室

稲毛区小仲台2-2-18 エヌズ・ビル2

市進学院

おゆみ野教室

緑区おゆみ野南2-16-3

市進学院

海浜幕張教室

美浜区打瀬1-2-1 幕張ベイタウンプラザ

市進学院

鎌取教室

緑区おゆみ野3-6-2 おゆみ野ＹＳビル

市進学院

検見川教室

花見川区花園2-1-25 万仁ビル

市進学院

検見川浜教室

美浜区真砂4-1-10 検見川浜ＳＣビル（ＰＩＡ）

市進学院

蘇我教室

中央区南町2-8-9 大塚ビル１Ｆ

市進学院

千葉教室

中央区新町16-10 悠久ビル

市進学院

都賀教室

若葉区都賀3-15-10 第二戸村ビル

市進学院

土気教室

緑区あすみが丘1-1-1 土気ビル

市進学院

西千葉教室

稲毛区緑町1-6-4 みどり台駅前ビル２・３階

市進学院

本千葉教室

中央区長洲1-1-10 ＫＣＳビル２階

市進学院

幕張本郷教室

花見川区幕張本郷2-9-1 ファーストコーポ幕張本郷２Ｆ

https://www.aeonculture.jp/products/center.php?category_i
d=6666

https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1711
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1651
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1911
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1741
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1351
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1641
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1731
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1781
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1331
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1311
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1371
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1621
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1931
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1681
/

店舗等名
市進学院

ワンズモール長沼教室

一般財団法人

千葉市教育会館

店舗等住所
稲毛区長沼330-50 ワンズモール長沼３Ｆ

店舗等ホームページURL
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/H1941
/

美浜区高浜3-1-3

http://cckaikan.sakura.ne.jp/

一般社団法人発達改善支援協会

稲毛区柏台1-5-1011

http://www.kaizenshien.com/

伊藤楽器

稲毛海岸センター

美浜区高洲3-14-7 多田屋ビル4F

http://www.ito-ongaku.com/shop_classroom/inagekaigan/

伊藤楽器

海浜幕張センター

美浜区打瀬2-10

伊藤楽器

検見川浜センター

美浜区真砂4-1-10 PIA3Ｆ

伊藤楽器

幕張本郷センター

花見川区幕張本郷1-11-24 吉野ビル2Ｆ

http://www.itoongaku.com/shop_classroom/kaihinmakuhari/
http://www.itoongaku.com/shop_classroom/kemigawahama/
http://www.itoongaku.com/shop_classroom/makuharihongou/

稲毛海岸カルチャーセンター

美浜区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館2階

https://www.culture.gr.jp/inage

㈱稲毛自動車教習所

稲毛区稲毛町5-31-1

http://www.ids-go.co.jp/

伊奈塾

稲毛区宮野木町1752-207

㈱異文化交流企画

双葉外語学校

中央区新宿2-6-8 クリーンホーム千葉1F

http://www.futabacollege.com

English Pier

稲毛区宮野木町1496-1

運転免許予備校 西村堂

美浜区浜田2-33 グルメ大江戸ビル101

https://www.nishimura-do.com/

H.アートクラブ

花見川区幕張本郷1-3-11 一松ビル3階

https://h-artclub.com/

H&T

中央区宮崎2-6-1 蘇我THビル2階

https://handtdancestudio.jp/

エース進学塾

若葉区千城台北1-2-39

https://ace-shingaku.com/

ethica Beaty studio

中央区登戸1-5-10 2階

https://studio.ethicalife.jp

ESOH個伸塾

新検見川教室

花見川区南花園1-42-7 サニービル2階

https://esoh-group.com/

ESOH個伸塾

幕張本郷教室

花見川区幕張本郷1-11-9 コスモプラザ4階

https://esoh-group.com/

美浜区打瀬パティオス13番街区2-19-13-101

https://edux.eduxeduall.jp/

緑区誉田町1-960-16

http://www.eduport.co.jp/

㈱NSGコーポレーション

中央区新千葉2-1-5 小川第一ビル203号室

https://nsg-corp.net/

Mアカデミア進学教室

緑区あすみが丘2-17-15

http://m-academia.net/

ME Sports Academy

美浜区高浜

https://mes-academy.com/

Angel English School

緑区あすみが丘7-22-7

Enjoy English

若葉区千城台東2-6-15

小川音楽教室

花見川区横戸町1590-8

https://ogawa-el-p.crayonsite.info/p/2/

音の森アカデミーピアノ教室

緑区あすみが丘6-27-3

https://otoacademy.com

おゆみ野進学塾

緑区おゆみ野南2-10-1-101

おゆみ野南学習塾

緑区おゆみ野中央3-3-12

http://oyuminomjuku.littlestar.jp/

開成ラボ

緑区おゆみ野2-4-12 2Ｆ

https://www.kaiseilabo.com/

学習空間千葉貝塚教室

若葉区貝塚3-31-3 東和貝塚ビルＤ号室

https://gakushu-kukan.com/chiba02/chibakaizuka/

学研あすみが丘公園通り教室

緑区あすみが丘3-52-6

学研いずみや教室

緑区おゆみ野中央4-23-2 コスモ一番館202

学研CAIスクール稲毛校

稲毛区小仲台6丁目14-6 高田ビル 3F

https://gakken-juku.com/detail/100429/

学研CAIスクール千葉中央新宿校

中央区新宿1丁目16-7 安田ビル1階

https://gakken-juku.com/detail/100486/

学研千葉中央教室

中央区中央4-10-8-103

https://www.gakkenchiba.com/

ダンススタジオ

EDUX
㈲エデュポート

おゆみ野パソコン教室／エディＰ

Ｃ修理サポートセンター

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

学研都賀駅西口教室

若葉区西都賀2-1-6 共栄ビル3階

学研西都賀ニ丁目教室

若葉区西都賀2-1-9 1階

学研弁天教室

中央区松波1-9-11

かまとり駅前ダンススクール

緑区鎌取町791-1

https://kamatoridance.wixsite.com/home

鎌取カルチャーセンター

緑区おゆみ野3-17 ゆみ～る鎌取5階

https://www.culture.gr.jp/detail/index_21.html

川合学習珠算学院

稲毛区園生町406-18

河合塾マナビス稲毛海岸校

美浜区高洲3-14-2 高洲ビル3F

河合塾マナビス稲毛校

稲毛区小仲台2-3-12 こみなと稲毛ビル6階

河合塾マナビス海浜幕張校

美浜区ひび野2-4 プレナ幕張3階

河合塾マナビス鎌取校

緑区おゆみ野3-17-2 GRASS SQUARE六番館 １F

河合塾マナビス蘇我校

中央区南町2-15-19 MTKビル4F

河合塾マナビス蘇我校2号館

中央区南町2-15-3 第三山一2F

河合塾マナビス千葉駅東口校

中央区新町1-20 江澤ビル3階

幹成塾

美浜区真砂5-4-5

http://r.goope.jp/kanseijuku

美浜区若葉1-4-1 神田外語大学1号館１階

https://www.kidsclub.co.jp/children/school/kuis.html

神田外語キッズクラブ

大学教室

https://www.889100.com/sp/classrooms/17724?page=56

https://www2.manavis.com/roomsearch/tabid/74/pdid/112
08/Default.aspx
https://www2.manavis.com/roomsearch/tabid/74/pdid/009
81/Default.aspx
https://www2.manavis.com/roomsearch/tabid/74/pdid/009
53/Default.aspx
https://www2.manavis.com/roomsearch/tabid/74/pdid/112
23/Default.aspx
https://www2.manavis.com/roomsearch/tabid/74/pdid/112
17/Default.aspx
https://www2.manavis.com/roomsearch/tabid/74/pdid/112
17/Default.aspx
https://www2.manavis.com/roomsearch/tabid/74/pdid/009
54/Default.aspx

掬水そば遊会そば教室

稲毛区宮野木町1664-9

KidsUP海浜幕張校

美浜区ひび野2-4 プレナ幕張5階

https://kids-up.jp/

キッズイングリッシュクラブ

美浜区高洲3-14-7 SP多田屋ビル 2F/3F

https://kecchiba.wixsite.com/kidsenglish

KidsDuo 稲毛海岸

美浜区高洲4-5-15

https://www.kidsduo.com/classrooms/detail/1197

きものレディ着付学院千葉校

中央区新千葉2-1-8 トーヨーテクノビル4階

https://kimonolady.co.jp/school-chiba

京進スクール・ワン鎌取教室

緑区おゆみ野2-4-10 喜栄ビル206

http://www.s1-kamatori.com/

教進セミナー

美浜区磯辺1-23-5 宇津木ビル２F

https://kyoushin-seminar.com/

くまのもりpoco a poco

美浜区高洲3-14-5 細川ビル2F

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kumano-mori/

くもんおゆみ野６丁目教室

緑区おゆみ野6-14-5

公文式青葉の森教室

中央区千葉寺町705-9 アルカディアBLD1階

公文式

緑区あすみが丘7-22-8

あすみが丘教室

公文式おいはま西教室

中央区浜野町947

公文式おゆみ野南教室

緑区おゆみ野南4-22-3

公文式鎌取町教室

緑区鎌取町98-7

公文式検見川浜教室

美浜区真砂4-2-5セザール検見川浜125号

公文式新検見川駅前教室

花見川区花園2-8-19 1階

公文式神明町教室

中央区神明町206-3 ハイツ千葉市神明町204

公文式真砂３丁目教室

美浜区真砂3丁目15-17 第3ショッピング集会所

公文式みずほ教室

花見川区瑞穂3-3-3

公文書写

美浜区真砂3-15-17 第3ショッピング集会所

真砂３丁目教室

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1833890
031/index.html

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1824770
824/index.html

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1611800
011/index.html

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1763750
022/index.html
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1690550
011/index.html
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1700150
026/index.html
https://www.kumon.ne.jp/lil/search/classroom.php?no=620
4929

Grow Tree English Cafe

中央区市場町4-7 2F Studio Grow Tree

https://englishclass.gte.jp/

敬愛大学生涯学習センター

稲毛区小仲台2-3-12 こみなと稲毛ビル302

https://lifelong.u-keiai.ac.jp/

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

京成ローザ１０

中央区本千葉町15番1号

KP大耀学舎

緑区誉田町2丁目24 秋庭ビル202

研鑽スクール

緑区おゆみ野3-5-3 KSビル201

https://ken3site.wordpress.com/

美浜区打瀬3-7 パティオス21番街124

http://www.kokugoclub.com

稲毛区緑町1-27-14-202

https://www.kokugo.chiba.jp/

こくごClub THE橋田塾

海浜幕張教室

国語道場

http://www.rosa10.net/

個太郎塾

稲毛教室

稲毛区小仲台2-2-18 エヌズ・ビル2 6F

個太郎塾

海浜幕張教室

美浜区打瀬1-2-1 幕張ベイタウンプラザ 2F

個太郎塾

検見川浜教室

美浜区真砂4-1-10 検見川浜ＳＣビル3階

個太郎塾

千葉教室

中央区新町16-10 悠久ビル 1F

個太郎塾

千葉寺教室

中央区千葉寺町1195-5 青葉パ

個太郎塾

千葉みなと教室

中央区千葉港7-1 ホテルニュ-ツカモト3F

個太郎塾

都賀教室

若葉区都賀3-15-10 第二戸村ビル 2F

個太郎塾

天台教室

稲毛区轟町5-7-20 サザンフラット1階

個太郎塾

土気教室

緑区あすみが丘1-1-1 市進ビル 2F

個太郎塾

誉田教室

緑区誉田町2-24

個太郎塾

幕張本郷教室

花見川区幕張本郷1-4-34 ２F

個太郎塾

ワンズモール長沼教室

稲毛区長沼町330-50 ワンズモール内 3F

https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K0283
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K1053
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K7343
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K0483
/

クプラザビル 1F

https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K1493
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/k6713
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K0193
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K6373
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K1083
/
https://www.ichisin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K7553/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K6833
/
https://www.ichishin.co.jp/kyoshitsu/tabid/485/pdid/K2273
/

個別学習のセルモ蘇我教室

中央区白旗2-13-11

https://www.selmo-soga.jp/

個別指導Ａｘｉｓ稲毛海岸校

美浜区高洲4-1-3

https://axis-kobetsu.jp/schools/detail/?id=747

個別指導Axis稲毛園生校

稲毛区園生町137-5 中総ビル2階

https://axis-kobetsu.jp/schools/detail/?id=777

個別指導AXIS千葉新宿校

中央区新宿1-5-14

https://axis-kobetsu.jp/schools/detail/?id=700

個別指導学院ヒーローズ

稲毛海岸校

美浜区高洲3-23-5 sea side residence 1階

https://www.heros.group/school

個別指導学院ヒーローズ

検見川浜校

美浜区真砂4-2-5 セザール検見川浜

https://www.heros.group/school

個別指導のONE塾

作新台校

花見川区作新台5丁目27-20 林ビル102

彩雅窯井口雅代陶芸教室

若葉区多部田町418

http://masayo-iguchi-cera.jp

サウンドスタジオ

中央区弁天1-2-10-３F

https://studiolapin.jp/

さん算塾矢野珠算教室

中央区春日2-21-7 日東不動産ビル3階

http://www.soroban-anzan.jp/chiba-kawashima/

山王アカデミー

稲毛区山王町44-9

http://www.sannou-academy.com

三和個別学院

美浜区高洲3-2-16 302

https://sanwakobetsu.com/

七田式

千葉駅前教室

中央区新町17-16 新町吉野ビル2階

http://uno-kaihatsu.co.jp

七田式

幼児小学生教室

中央区新町17-16 新町芳野ビル2階

http://uno-kaihatsu.co.jp/

稲毛区長沼町3390-50 ワンズモール２F

http://www.shiminpc.org

ラパン

市民大学パソコン教室

千葉駅前教室
ワンズモール校

春光学院

市場町教室

中央区市場町4-17

春光学院

川戸町教室

中央区川戸町429-7

ジョイ計算能力スクール

緑区あすみが丘4-7-11

http://joyasumigaoka.com/

松陰塾 小中台校

稲毛区小仲台8-34-24 ESビル1階

https://showin-juku.jp/konakadai/

松陰塾千葉中央校

中央区新田町32-11-2F

https://showin-juku.jp/chiba-chuuou/

店舗等名
小学館の幼児教室 ドラキッズ

イオンモール幕張新

都心教室

店舗等住所
美浜区豊砂1-1

https://www.shopro.co.jp/
https://www.covez.jp/

城南コベッツ

作草部駅前教室

稲毛区轟町4-8-8 ビュービレッジ轟１階

城南コベッツ

千城台駅前教室

若葉区千城台南1-1-9 1F

城南コベッツ仁戸名教室

店舗等ホームページURL

中央区仁戸名町357-20ナリトモビル２F BC

https://www.covez.jp/blog/chiba_nitona/

緑区あすみが丘9-3-4

https://you-youschool.com/

自立会

中央区春日2-21-7 日東不動産ビル2F

https://www.jiritsu.net/

進学塾ベルゲン

中央区南町2-18-3

https://bergen-school.com

新・個別指導アシスト稲毛草野校

稲毛区園生町1306-1 伊原ビル2階

https://assist-kusano.juku-web.com/

ズー・フォニックス・アカデミー千葉校

中央区新宿2-13-10

スカーレットダンスアカデミー

稲毛区小仲台6-18-1 稲毛第2パレス3階

http://www.scarlet-dance.com/

Scoop Education Academyおゆみ野校

緑区おゆみ野3-13-9 アプロードビル2F

https://eigodaisuki.jp

Scoop Education Academy本校

緑区おゆみ野有吉12-12

https://eigodaisuki.jp

スクールＩＥおゆみ野校

緑区おゆみ野南2-8-1モデルノ2階

https://www.schoolie-net.jp/classrooms/detail/166

スクールIE

若葉区千城台西1-4-3 平山ビル１階

https://www.schoolie-net.jp/

少人数制個別指導学習塾

You-Youスクールあすみ

が丘

千城台北駅前校

スクールＩＥ

みつわ台校

若葉区みつわ台２丁目4-20 アーバンヴィレジ103

https://www.schoolie-net.jp/classrooms/detail/960

スクールＩＥ

宮野木校

花見川区畑町455-5

https://www.schoolie-net.jp/classrooms/detail/920

緑区古市場町365-4 日東ビル

https://studionelson.jimdofree.com/

緑区おゆみ野南4-1-1

https://www.studysalon-etude.com/

StedRO

花見川区朝日ケ丘5-27-28 畑町ビル4階

https://stemdrone.jp

Spark蘇我英会話

中央区南町2-6-2 ビエナビル1階

https://chuo-chiba.mypl.net/shop/00000357070/

セブンカルチャークラブ蘇我

中央区川崎町52-7 アリオ蘇我店２階

Socca

緑区誉田町3-76-23

スタジオネルソン
ＳＴＵＤＹ

TASUKE塾

ＳＡＬＯＮ

ＥＴＵＤＥ

あすみが丘校

https://www.7cn.co.jp/7cn/culture/7cc/school/soga/index.
html

緑区あすみが丘4-19-8

https://tasukegroup.com/

花見川区宮野木台3-29-5

http://taroujuku.com/

花見川区幕張町4-623-3

https://ranacolore.jimdofree.com

NPO法人ちばインターネット普及会

稲毛区稲毛台町34-6 北条ビル1階

https://cifschool.jimdofree.com/

千葉市少年自然の家

千葉県長生郡長柄町針ケ谷字中野1591-40

http://www.chiba-shizen.jp/

千葉進研

稲毛海岸教室

美浜区高洲1-22-23 ニイクラビル4階

https://www.chibashinken.com

千葉進研

稲毛教室

稲毛区小仲台6-15-3 フルールビル2階

https://www.chibashinken.com

千葉進研

鎌取教室

緑区おゆみ野3-23-13 センターイシイビル4階

https://www.chibashinken.com

千葉進研

検見川教室

花見川区南花園1-36-10 亀田ビル2階

https://www.chibashinken.com

千葉進研

検見川浜教室

美浜区真砂3-13-12 ベイパーチ真砂ビル3階

https://www.chibashinken.com

千葉進研

西千葉教室

稲毛区弥生町2-15 プリミエール蔭山1階

https://www.chibashinken.com

千葉進研

誉田教室

緑区誉田町2-24

https://www.chibashinken.com

千葉進研

幕張教室

花見川区幕張町4-549 宮葉ビル1階

https://www.chibashinken.com

千葉進研

幕張本郷教室

花見川区幕張本郷2-2-1 ニューエイト本郷第6ビル1階

https://www.chibashinken.com

太郎塾
小さなおうち

Cyako's

ラナ・コローレ

room ちゃこの部屋

花見川区検見川町1-103-20

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

茶の湯の里

緑区高田町245

ディードットステーション稲毛駅前教室

稲毛区小仲台2-11-1 スカイパレス小仲台101

https://dstation.jp/class/kanto/inage.php

T.E.S.T.英会話スクール

中央区新千葉2-1-5 第1小川ビル2階

http://www.total-english-team.com/

陶工房ＪＵＮ陶芸教室

緑区あすみが丘1-37-4 ゆや荘101号

TOMAS

海浜幕張校

美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟１F

https://www.tomas.co.jp/class/kaihin-makuhari/

TOMAS

千葉校

中央区新千葉1-4-2 ウェストリオ2 10F

https://www.tomas.co.jp/class/chiba/

トライプラスおゆみ野校

緑区おゆみ野南2-20-6 ラ・ツエム1B

http://tryplus-chiba.com/

トライプラス鎌取駅前校

緑区おゆみ野3-16-3 鎌取プチコア2F

トライプラス千葉みなと校

中央区問屋町1-55 シーオービル4F A号室

https://chibaminato-educe.com/

トライプラス西千葉校

稲毛区緑町1-15-12 伴龍ビル2F-A号

https://www.try-plus.com/schools/136

西千葉工作室

稲毛区緑町2-16-3 萩原ビル1階

https://nishichibakosakushitsu.com/

日能研千葉校

中央区富士見1-15-9 朝日生命千葉ビル5Ｆ

日本舞踊教室・きもの着付け教室

結～yui～

土気

緑区大椎町1199-116

http://site-1145720-4985-3041.strikingly.com

ＨＩＧＨ－ＳＴＡＲＳ個別指導学院おゆみ野校

緑区おゆみ野南3-25-1 インテリジェントトラデイションおゆみ野ビル２F

https://high-standard.jp/

ＨＩＧＨ－ＳＴＡＲＳ個別指導学院鎌取校

緑区おゆみ野3-13-4 プラザインフィニティ101

https://high-standard.jp/

パソコン教室テリオス

中央区春日2-25-1 竹久ビル3階

http://pcterrios.com/

パソコン市民IT講座 稲毛海岸教室

美浜区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館1F

http://activity-support.co.jp/chiba/inagekaigan/

はなみがわ学習塾

花見川区畑町1413-1

ハヤブサ進学会

中央区仁戸名町727-7

http://hayabusashingakukai.com

バレエスタジオラフィレット

千葉県千葉市美浜区幕張西2-7-16 CUBEリノベ-ションビル2階

http://www.raffilet.com

ハロー！パソコン教室

イトーヨーカドー蘇我校

中央区川崎町52-7 イト-ヨ-カド-蘇我店 2Ｆ

https://www.hello-pc.net/school/map/212iy.html

ハロー！パソコン教室

イトーヨーカドー幕張校

花見川区幕張町4-417-25 イトーヨーカドー幕張店2F

http://www.hello-pc.net/school/map/494iy.html

ハロー！パソコン教室

そごう千葉ジュンヌ校

中央区新町1001番地 そごう千葉 ジュンヌ 2F

https://chiba-pc.net/

教室

ピアノ教室Brio

美浜区高洲4丁目12-4

ｐ

中央区登戸4-11-21-205

＆

ｐ

㈱P・E・N 個別指導のP・E・N 新検見川校

花見川区南花園2-1-4 芹澤ビル301

響悦子音楽オフィス

稲毛区稲毛東2-17-4

ピュア・ミュージックスクール

中央区本千葉町4-10時田ビル３階

https://www.pure-music-school.com

花見川区幕張町4丁目623-1

http://rindows.jp/

フォルテミュージックスタジオ

花見川区幕張本郷1-11-24 フォルテ3B

http://www3.plala.or.jp/FMS/

プリザーブドフラワー教室ツベッティ

稲毛区天台町200-26

http://tubetthi.com/

フレックスダンススクール[Studio Granze]

稲毛区小仲台8-22-11 第二稲毛ハイツ11棟 1階 106号

https://flexdanceschool.amebaownd.com/

フレンズ英語教室

中央区蘇我5-41-1

ベネッセ

美浜区磯辺1-23-5 宇津木ビル２F 201

ヒューマンキッズ

凛童舎ロボット教室

幕張駅前

校

BE studio 検見川浜校

https://benessebestudio.com/school/detail/?SHOP_CODE=AF429001

ベルリッツジャパン株式会社

中央区新町1000番地 センシティタワー13F

https://berlitz.co.jp

ホームメイドクッキング

中央区富士見2-9-13 WTC千葉富士見ビル8F

https://www.homemade.co.jp/

千葉教室

HOPPA ガーデンビュー千葉駅前

中央区新千葉2-2-1

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

HOPPA 幕張町5丁目

花見川区幕張町5丁目392-5

HOPPA 幕張ベイパーク

美浜区若葉3丁目1-18 幕張ベイパ-ク クロスレジデンスS1-3

HOPPA 幕張本郷駅前

花見川区幕張本郷2丁目3-15 ニューエイト本郷第7 1階

まなび堂

中央区南町2-6-18 金澤ビル205

https://www.manabido.com/

美浜カルチャーセンター

美浜区真砂4-2-6 イオンスタイル検見川浜4階

https://www.culture.gr.jp/detail/index_22.html

宮野木ピアノ教室

稲毛区宮野木町1652-37

https://miya-ongaku.wixsite.com/miyanogi

ミュージックスクールジャズン

花見川区幕張本郷5-7-38 小川本郷ハイツ102

http://jazznmusic.com/

茗渓塾

緑区おゆみ野3-8-1

http://park3.wakwak.com/~kamatori/

鎌取教室

明光義塾

稲毛長沼教室

稲毛区長沼原町785 ビライケノベ3-203

明光義塾

おゆみ野教室

緑区おゆみ野南3-1-1

明光義塾

鎌取教室

緑区おゆみ野3-17-7 沖ビル2F

明光義塾こてはし台教室

花見川区こてはし台2-23-6 スカイタウン１号館

明光義塾

千城台教室

若葉区千城台北1-26-16 マコフハイツ1F

明光義塾

都賀教室

若葉区都賀3-2-5 なかや第2ビル 3F

明光義塾

土気駅前教室

緑区あすみが丘1-1-8 ピアブルック5F

明光義塾

仁戸名教室

中央区仁戸名町559-17 KIKUMAビル1階

明光義塾

ベイタウン教室

美浜区打瀬1-2-3

明光義塾

幕張教室

花見川区幕張町5-479-6 アテナ幕張2F

https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shi-inageku/S3622/
https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shi-midoriku/S3417/
https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shi-midoriku/S0496/
https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shihanamigawa-ku/S1522/
https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shiwakaba-ku/S1087/

https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shi-midoriku/S0533/
https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shi-chuoku/S1503/
https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shimihama-ku/S1661/
https://www.meikogijuku.jp/school/chiba/chiba-shihanamigawa-ku/S1435/

「MOMO」の会 音楽教室

稲毛区黒砂台3-1-2 モアステージ西千葉201

森のフルート教室おまり

中央区登戸4-15-1

https://omariflute.crayonsite.net/

Yuma music school

緑区おゆみ野5丁目12-1 2F

https://www.yumamusic.info

ユリウス海浜幕張教室

美浜区ひび野2-4 プレナ幕張6F

https://www.julius.ne.jp/

ユリウス千葉教室

中央区富士見1-15-9 朝日生命千葉ビル4F

https://www.julius.ne.jp/

㈱予備校do

中央区南町2-15-19 MTKビル５階

http://www.yobiko-do.com/

ラップパソコン教室

花見川区南花園2-8-10 レグルス新検見川303

http://www.officewrap.net

臨海セミナー

都賀校

若葉区西都賀3-9-2

臨海セミナー

稲毛海岸校

美浜区高洲1-21-1

臨海セミナー

鎌取校

緑区おゆみ野3-37-3

臨海セミナー

新検見川校

花見川区花園1-20-6

臨海セミナー

蘇我校

中央区南町2-19-20

臨海セミナー

幕張本郷校

花見川区幕張本郷6-27-18

https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/chiba/c007/k0161/s
hochu/
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/chiba/c007/k0109/s
hochu/
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/chiba/c007/k0229/s
hochu/
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/chiba/c007/k0244/s
hochu/
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/chiba/c007/k0200/s
hochu/
https://www.rinkaiseminar.co.jp/room/chiba/c007/k0115/s
hochu/

ルミナス・ホリスティックケア・アカデミー

稲毛区小仲台6-2-7 富士ビル503号室

https://npo-ihan.net/academy/

LEC東京リーガルマインド 千葉本校

中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル7階

https://www.lec-jp.com/school/chiba/

わかば音楽教室

中央区鶴沢町１１-１

早稲田アカデミー個別進学館海浜幕張校

美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟4F

https://www.waseaca-kobetsu.jp/school/chiba/S439317/

早稲田進学ゼミナールイオン長沼校

稲毛区長沼町112-2

https://waseshin.jp/naganuma.html

