更新日 2022年1月11日

こども未来応援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、ご要望をいただければ、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）。

種 類

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）

■こども未来応援クーポン参画事業者は次のとおりです（希望により掲載をしていない事業者もあります）。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
登録日

種類

2021/3/8

通信型

教室／事業所名

サービス内容

所在地

問い合わせ先

URL

オンライン英会話スクール（エイゴックス）

英語

（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）

06-4790-5555

https://eigox.jp/

0120-927-111

https://www.kyoushi1.net/online/kateiky
ousi.html

2021/1/8

通信型

オンライン家庭教師ファースト

国語、算数、英語、社会、理科、英語検定・
（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）
漢字検定など各種検定

2021/10/28

通信型

オンライン東大家庭教師友の会

国語、算数、英語、社会、理科、小論文 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）

03-5766-2006

https://www.tomonokai-corp.com/

2020/2/17

通信型

開成ラボ（通信コース）

国語、算数、英語

（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）

043-420-8468

https://www.kaiseilabo.com/

2019/11/11

訪問型

家庭教師のアルファ

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）

03-5395-8556

https://alpha-katekyo.jp

2019/8/23

訪問型

家庭教師のトライ 千葉校

国語、算数、英語、社会、理科、その他応相談

（※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/

国語、算数、英語、社会、理科、英語検定・
（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）
漢字検定など各種検定

0120-927-111

https://www.kyoushi1.net/

2021/1/8

訪問型

家庭教師ファースト

2021/7/20

通信型

こうえいチャレンジくらぶ オンライン教室「ネットdeそろばん」 そろばん

（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）

043-420-8045

https://www.net-de-soloban.com/

2019/7/8

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）

0120-88-2222

https://sho.benesse.co.jp/

2020/1/8

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/

2021/10/28

訪問型

東大家庭教師友の会

国語、算数、英語、社会、理科、小論文 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）

03-5766-2006

https://www.tomonokai-corp.com/

2020/11/20

通信型

明誠塾

英語

（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）

06-6357-0085

https://meisei-jyuku.com/

もりやまピアノ・エレクトーン教室（オンライン）

ピアノやエレクトーン、リトミック、歌、打楽器を
使用したリズム指導

（※訪問型／通信型のため所在地は記載なし）

043-312-7563

https://moriyama-piano.jimdofree.com

2021/10/12

通信型

教室型の参画事業者（文化・スポーツ・体験活動）
登録日

種類

教室／事業所名

サービス内容

所在地

問い合わせ先

2021/9/13

教室型

アベーリャス千葉フットボールクラブ

サッカー

千葉市中央区塩田町193 カンポ・ド・マルシマ

090-1402-9232

2021/5/20

教室型

Angelsongミュージック 明石音楽教室

ピアノ、歌、ソルフェージュ

千葉市中央区都町1-36-6 メゾンKN101

090-8495-4011

URL
https://www.abelhaschiba.com/

1/10

登録日

種類

教室／事業所名

サービス内容

所在地

問い合わせ先

URL

2021/5/20

教室型

グリーンアローボルタリングパーク ベイフロント蘇我店

クライミング、ボルタリング

千葉市中央区川崎町57-5

043-312-4901

http://www.green-arrow.jp

2021/6/15

教室型

Ken'sインドアテニススクール 千葉

テニス

千葉市中央区神明町24-33

043-244-8686

https://kens-tennis.jp/kc/

2021/7/20

教室型

こうえいチャレンジくらぶ 東千葉教室

そろばん

千葉市中央区祐光1丁目25 院祐町内会館

043-420-8045

http://koei-juku.jp/challenge/

2020/11/26

教室型

ジェフユナイテッド市原・千葉 ジュニアサッカースクール

サッカースクール

千葉市中央区川崎町1-38

043-305-2718

https://jefunited.co.jp/

2019/9/5

教室型

鈴木みほ子ピアノ教室

ピアノ

千葉市中央区都町3-11-1

043-231-2571

2020/11/4

教室型

セントラルフィットネスクラブ24 蘇我

キッズスイミング、キッズ体育、キッズダンス

千葉市中央区南町2-6-10

043-261-3715

https://www.central.co.jp/club/soga/

千葉市中央区富士見2丁目3番1号 塚本大千葉ビル7階

043-227-7103

https://www.chiba-ns.net/

2020/10/29

教室型

千葉自然学校 千葉事務所

自然体験活動（キャンプ、アウトドアスポー
ツ、スキーなど）

2020/12/24

教室型

千葉DANCE STUDIO BEAT THE MIX

ダンス

千葉市中央区東千葉2-6-1-928

090-1817-9501

http://tibadance.com/

2021/6/28

教室型

TTT FOOTBALL ACADEMY

サッカー

千葉市中央区川崎町1-34 グローボ内KEL

080-1375-9908

http://tttfa.com

千葉市中央区川崎町50-2

043-209-5121

http://kids.tipness.co.jp/shop/SHP065/

千葉市中央区蘇我4-21-28

043-312-7563

https://moriyama-piano.jimdofree.com

千葉市中央区富士見2丁目3番1号 塚本大千葉ビル7階

043-227-7103

https://www.chiba-ns.net/

スイミング、体操、バレエ、チアダンス、ストリー
トダンス
ピアノやエレクトーン、リトミック、歌、打楽器を
使用したリズム指導
自然体験活動（キャンプ、アウトドアスポー
ツ、スキーなど）

2020/11/20

教室型

ティップネス 蘇我店

2021/10/12

教室型

もりやまピアノ・エレクトーン教室

2020/10/29

教室型

ヤックス自然学校

2021/6/28

教室型

ANシリウス

ミニバスケットボール（小学1～6年女子）

千葉市花見川区西小中台3-1 西小中台小学校内

090-3007-1146

http://www5b.biglobe.ne.jp/~kaziwa/ind
extop.htm

2020/9/28

教室型

H.アートクラブ

絵画

千葉市花見川区幕張本郷1-3-11 一松ビル303号

080-3399-3111

https://h-artclub.com/

2020/9/11

教室型

小川音楽教室 横戸町教室

ピアノ、エレクトーン

千葉市花見川区横戸町1590-8

047-482-6550

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

2021/6/28

教室型

空手道武現塾 幕張教室

空手道、身体操作向上運動

千葉市花見川区幕張町3-7730-4 幕張コミュニティセンター

080-5033-3159

https://bugenjyuku-inage.com/

2020/11/26

教室型

白龍書道教室

書道、硬筆

千葉市花見川区朝日ヶ丘3-1-5

043-272-6935

2019/12/11

教室型

バスケットボールスクールハーツ 西の谷

バスケットボールスクール

千葉市花見川区幕張本郷3丁目22番6号

0120-834-802

https://heartz.sport-school.com/

2019/12/11

教室型

バスケットボールスクールハーツ 幕張東

バスケットボールスクール

千葉市花見川区幕張町4丁目681

0120-834-802

https://heartz.sport-school.com/

2019/12/11

教室型

バスケットボールスクールハーツ 瑞穂

バスケットボールスクール

千葉市花見川区畑町1385-1

0120-834-802

https://heartz.sport-school.com/

2019/12/11

教室型

ベースボールスクールポルテ 検見川

野球スクール

千葉市花見川区花園町1035

0120-890-350

https://porte.sport-school.com/

2019/12/11

教室型

リベルタサッカースクール 瑞穂

サッカースクール

千葉市花見川区花園町1035

0120-735-410

https://liberta.sport-school.com/

2020/10/9

教室型

ルネサンス鷹之台テニスクラブ

テニス

千葉市花見川区横戸町810

043-259-8281

https://www.s-re.jp/takanodai/

2020/10/6

教室型

稲毛インターナショナルスイミングスクール

水泳教室、体操教室

千葉市稲毛区小仲台七丁目15番10号

043-256-1135

http://www.interswim.co.jp

2020/12/2

教室型

いなほ学院 西千葉教室

珠算

千葉市稲毛区轟町3-8

080-6754-0613

2021/6/28

教室型

空手道武現塾 穴川教室

空手道、身体操作向上運動

千葉市稲毛区穴川4-12-3 穴川コミュニティセンター

080-5033-3159

https://bugenjyuku-inage.com/
https://bugenjyuku-inage.com/

080-5033-3159

https://bugenjyuku-inage.com/

050-6876-9327

https://kodomosouzoushitsu.com/

2021/6/28

教室型

空手道武現塾 関東本部

空手道、身体操作向上運動

千葉市稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザ大越酒店4F スタジオアド
080-5033-3159
バンス内

2021/6/28

教室型

空手道武現塾 シャルム西千葉教室

空手道、身体操作向上運動

千葉市稲毛区穴川1-8-15 シャルム西千葉集会所内

2021/6/9

教室型

子ども創造室

発想力や表現力などの創造する力を育む教室 千葉市稲毛区緑町2-16-3 萩原ビル1階

2/10

登録日

種類

教室／事業所名

サービス内容

所在地

問い合わせ先

URL

2021/8/5

教室型

園生ピアノ教室

ピアノ

千葉市稲毛区園生町1107-52

043-305-4558

https://peraichi.com/landing_pages/view
/yslx4

2019/12/11

教室型

バスケットボールスクールハーツ 千草台東

バスケットボールスクール

千葉市稲毛区作草部町1298-1

0120-834-802

https://heartz.sport-school.com/

2020/9/28

教室型

フィギュアスケーティングスタジオルッツ

フィギュアスケート、バレエ、フィットネス

千葉市稲毛区長沼原町731-17 フレスポ稲毛イーストモール1F 043-356-5054

2019/12/9

教室型

ASANO HORSE LIFE-ing

馬や馬のいる環境をいかした教育的活動 千葉市若葉区更科町1866-3

2022/1/11

教室型

安藤珠算塾

そろばん

043-206-3661

千葉市若葉区都賀3-8-9

080-4256-7676

https://peraichi.com/landing_pages/view
/studio-lutz
https://dressagelifehorse.wixsite.com/as
anohorselife-ing

043-231-5792

2019/7/8

教室型

都賀ソシアルダンススクール

社交ダンス、ヒップホップ、ジャズダンス、フラダン
千葉市若葉区西都賀3丁目3-20
ス、ベリーダンス

2020/11/10

教室型

殿山テニスガーデン

テニススクール

千葉市若葉区源町839番地の1

043-287-0101

http://www.tennis0101.co.jp

2020/6/5

教室型

アトリエぱれっと おゆみ野教室

絵画、工作、漫画

千葉市緑区おゆみ野4-39-4

043-293-4083

http://www.at-pa.com

2019/9/5

教室型

稲田ピアノ教室

ピアノ

千葉市緑区おゆみ野中央6-37-4

043-292-7478

2021/5/20

教室型

グリーンアロークライミングパーク 海浜幕張店

クライミング、ボルタリング

千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ3F

043-306-9141

http://www.green-arrow.jp

2021/6/15

教室型

Ken'sテニスパーク 海浜幕張

テニス

千葉市美浜区ひび野1-1 幕張国際研修センター内

043-276-0088

https://kens-tennis.jp/kk/

2021/6/15

教室型

Ken'sテニスパーク ホテルニューオータニ幕張校

テニス

千葉市美浜区ひび野2-120-3 野外テニスコートクラブハウス 043-213-2113

https://kens-tennis.jp/kh/

2019/8/14

教室型

セントラルフィットネスクラブ 稲毛海岸

キッズスイミング、キッズ体育、キッズダンス 千葉市美浜区高洲3-23-2 稲毛海岸ビル3～5F

043-278-4747

2021/10/28

教室型

ゴールドジム 幕張千葉ANNEX 有料スクール

運動教室、ダンス、ジュニア向け野球運動教
室

https://www.central.co.jp/club/inagekaig
an/

千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張3F

043-297-7111

https://www.goldsgym.jp/shop/12130

2021/10/28

教室型

ゴールドジム 幕張千葉 有料スクール

バレエ、チアリーディング

千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト棟
35階

043-299-2711

https://www.goldsgym.jp/shop/12120

2021/10/28

教室型

ゴールドジム 幕張ベイパークアリーナ 有料スクール

運動教室、バレーボール、フットサル

千葉市美浜区若葉3-1-37 幕張ベイパークウェルネスセンター 043-296-1616

https://www.goldsgym.jp/shop/12131

2019/12/11

教室型

バスケットボールスクールハーツ 幕張西

バスケットボールスクール

千葉市美浜区幕張西2丁目8番1号

0120-834-802

https://heartz.sport-school.com/

2019/12/11

教室型

ベースボールスクールポルテ 中磯辺

野球スクール

千葉市美浜区磯辺1丁目50-1

0120-890-350

https://porte.sport-school.com/

2019/9/19

教室型

ジャクパ・スポーツクラブ 千葉支部

体育、サッカー、新体操、チアリーディング 千葉市内各地のグラウンド(詳細はお問い合わせください)

043-271-8991

https://www.jacpa.co.jp/

2020/11/20

教室型

セントラルフィットネスクラブ 八千代台

キッズスイミング、キッズ体育、キッズダンス 八千代市八千代台東1-1-10 ユアエルム レストラン街5F

047-487-4466

https://www.central.co.jp/club/yachiyod
ai/

2021/1/18

教室型

フジスポーツクラブ 志津教室

体操教室

佐倉市井野1441-3

043-488-0074

https://www.fujisportsclub.com/

2021/6/15

教室型

Ken'sインドアテニススクール 四街道

テニス

四街道市鹿渡1135-2

043-421-1000

https://kens-tennis.jp/ky/

教室型の参画事業者（フリースクール）
登録日

種類

2019/10/18

教室型

＊フリースクールに通うことが在籍校の出席扱いになるか否かについては、学校にお問い合わせください。

教室／事業所名
フリースクール Co-Labo

サービス内容
パソコン、プログラミング、ボードゲーム、外遊び、その他
多様な学び

所在地
千葉市若葉区みつわ台2-5-15 アルファプラザ1F

問い合わせ先
043-290-1118

URL
http://www.ibmitsuwa.com/category02/free_school.html

教室型の参画事業者（学習）
登録日

種類

教室／事業所名

サービス内容

所在地

問い合わせ先

URL

3/10

登録日

種類

教室／事業所名

サービス内容

所在地

問い合わせ先

URL

2020/11/10

教室型

アフタースクールgrowlabo 西千葉（studylabo）

国語、算数

千葉市中央区春日1-20-1 伊坂第二ビル2階

043-203-2002

http://www.cocolabo-care.com

2021/8/5

教室型

ECCジュニア 亀井町教室

英語

千葉市中央区亀井町1-15 2F

090-3683-8053

http://www.enjoy-english.tokyo

2019/7/8

教室型

市進学院 蘇我教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区南町2-8-9 大塚ビル

043-382-4700

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 千葉教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区新町16-10 悠久ビル

043-248-5611

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 本千葉教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区長洲1-1-10 KCSビル

043-307-6641

https://www.ichishin.co.jp

2021/6/15

教室型

ITTO個別指導学院 蘇我校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区白旗3-26-7

043-265-5921

2021/6/15

教室型

ITTO個別指導学院 千葉中央校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区都町3丁目21-2 マンションシャトードラベ1-C号 043-232-3008

2021/2/1

教室型

ITTO個別指導学院 千葉中央新宿校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区新宿2丁目7-16 第一興商ビル2F

043-247-3052

2021/6/15

教室型

ITTO個別指導学院 本千葉校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区末広1-15-7

043-216-4877

2020/10/6

教室型

英会話イーオン 千葉センシティ校

英語、英会話

千葉市中央区新町1000番地 センシティタワー15F

0800-111-1111

2019/7/25

教室型

学研 生浜教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区浜野町1345-7

090-4248-1755

2021/4/30

教室型

学研 蘇我小学校前教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区今井3-14-9

090-9620-0716

https://www.889100.com/classrooms/12
519

2020/12/4

教室型

学研 千葉駅前教室

国語、算数

千葉市中央区新町16-10

043-248-5611

https://www.889100.com

2019/8/6

教室型

学研 千葉中央教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央103

043-301-3785

https://gakkenchiba.com/

2021/5/20

教室型

学研 千葉都町教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区都町6丁目18番25号 都町ビルディング201 080-6554-7266

https://www.gakkenchiba.com/

2019/10/18

教室型

学研CAIスクール 千葉中央新宿校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区新宿1丁目16-7 安田ビル1階

043-307-5519

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

2021/7/9

教室型

がまの寺子屋・がま塾

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区本町2-9-14

043-216-4245

https://gama-prep.com

千葉市中央区仁戸名町563-4

0120-338-807

https://www.kamiko-gakuin.co.jp

http://www.itto.jp/

https://www.aeonet.co.jp/

2021/6/28

教室型

神子学院 松ヶ丘校

国語、算数、英語、社会、理科、漢検、英
検、数検、プログラミング

2020/10/14

教室型

公文式 神明町教室

国語、算数、英語

千葉市中央区神明町206-3 ハイツ千葉市神明町204

080-4668-0983

2021/6/9

教室型

公文式 浜野町教室

国語、算数、英語

千葉市中央区浜野町751

090-9814-6414

2020/9/28

教室型

公文式 松ヶ丘教室

国語、算数、英語

千葉市中央区松ケ丘町550-3

070-6949-3741

2021/5/20

教室型

公文式 都町教室

国語、算数、英語

千葉市中央区都町4-5-10 アビタシオン鴻ノ巣101号

090-5783-2754

2020/3/18

教室型

公文式 都町3丁目教室

国語、算数、英語

千葉市中央区都町3-21-2 シャトードラペ206号

080-1232-7990

https://www.kumon.ne.jp/

2020/12/4

教室型

京葉学院 蘇我校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区南町2-16-10

043-266-1211

https://www.keiyo-gakuin.co.jp

2021/1/8

教室型

京葉学院 西千葉校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区松波2-4-11

043-251-1611

https://www.keiyo-gakuin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 千葉教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区新町16-10 悠久ビル

043-301-8988

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 千葉寺教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区千葉寺町1195-5 青葉パークプラザビル1F

043-305-2388

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 千葉みなと教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区千葉港7-1 ホテルテトラ3F

043-216-2836

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 西千葉教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区春日2-25-6 外山ビル1Ｆ

043-301-4400

https://www.ichishin.co.jp

2021/8/5

教室型

個太郎塾 本千葉教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区長洲1-1-10 KCSビル2F

043-307-6641

https://www.ichishin.co.jp

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1763750022/index.html
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1600790824/index.html
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1641860807/index.html
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1480850001/index.html

4/10

登録日

種類

教室／事業所名

サービス内容

所在地

問い合わせ先

URL

2019/8/23

教室型

個別教室のトライ 蘇我駅前校

国語、算数、英語、社会、理科、その他応相談

千葉市中央区南町2丁目15-19 MTKビル6F

0120-555-202

https://www.kobekyo.com/

2019/8/23

教室型

個別教室のトライ 千葉駅前校

国語、算数、英語、社会、理科、その他応相談

千葉市中央区富士見1丁目15-8 RC千葉ビル2F

0120-555-202

https://www.kobekyo.com/

2019/7/8

教室型

個別指導タクシス 蘇我教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区南町2-16-5 海気館ビル5F

043-263-5961

2020/11/4

教室型

算数・数学塾 算遊館

国語、算数、英語、理科、社会

千葉市中央区松波2丁目18-7 西千葉Gビル3階

043-306-1159

https://sanyukan.jp/

2020/5/18

教室型

城南コベッツ 千葉中央教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区新宿2-16-23 1F

043-203-2351

http://www.covez.jp/

2020/5/18

教室型

城南コベッツ 仁戸名教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区仁戸名町357-20 ナリトモビル2F BC

043-497-4935

http://www.covez.jp/

千葉市中央区春日2-21-7 日東不動産ビル2F

043-248-0615

https://www.jiritsu.net

2020/9/28

教室型

自立会

国語、算数、英語、社会、理科、中学受験
適性試験

2019/11/5

教室型

ズー・フォニックス・アカデミー 千葉校

英語

千葉市中央区新宿2-13-10

043-238-2081

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

2021/6/28

教室型

スクールIE 千葉中央校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区中央2-7-1 吉田興業第二ビル2F

043-225-0260

https://www.schoolienet.jp/classrooms/detail/358

2019/7/8

教室型

双葉学院 千葉寺校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区千葉寺町1222-1 アネックスタケミⅡ2F

043-208-5258

http://futaba-gakuin.net/

2019/7/8

教室型

森塾 蘇我校

国語、算数、英語

千葉市中央区南町2-15-19 MTKビル6F AB室

043-263-8010

https://www.morijuku.com/

2019/7/8

教室型

森塾 千葉駅前校

国語、算数、英語

千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル7階

043-202-3107

https://www.morijuku.com/

2020/6/24

教室型

リオン 千葉校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市中央区新町22-1 新町55ビル401

043-216-5604

https://lion-institution.co.jp/

2019/9/10

教室型

IBイングリッシュ 新検見川校

英語

千葉市花見川区南花園1-44-10 南花園ビル2F

043-273-6669

http://www.ib-group.jp/

2019/7/8

教室型

市進学院 検見川教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区花園2-1-25 万仁ﾋﾞﾙ

043-275-2231

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 幕張本郷教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区幕張本郷2-9-1 ファーストコーポ幕張本郷 043-382-2931

https://www.ichishin.co.jp

2020/9/11

教室型

ITTO個別指導学院 花見川花園校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区花園1-21-3 2F

043-306-6320

http://www.itto.jp/

2021/6/15

教室型

ITTO個別指導学院 幕張校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区幕張町4-558

043-213-3737

2021/6/15

教室型

ITTO個別指導学院 幕張本郷校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区幕張本郷2-9-1-205

043-350-0102

2021/5/20

教室型

学研 千葉花見川一歩一歩教室

国語、算数、英語、社会、理科、読書活用 千葉市花見川区千種町127-3

2019/7/25

教室型

公文式 作新台南教室

国語、算数、英語、日本語（外国人対象） 千葉市花見川区作新台6丁目10-2 花見川サンハイツB棟115 090-7362-3814

2019/9/25

教室型

公文式 千種町教室

国語、算数、英語

千葉市花見川区千種町204-12

043-257-3941

2020/12/24

教室型

京葉学院 新検見川校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区花園1-8-20 第2花園ビル3F

043-276-2651

https://www.keiyo-gakuin.co.jp

2021/8/5

教室型

個太郎塾 検見川教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区花園2-1-25 万仁ビル3F

043-213-5668

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 幕張本郷教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区幕張本郷1-4-34 京ビル2Ｆ

043-310-0031

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

スクールIE 宮野木校

国語、算数、英語、社会、理科、作文 千葉市花見川区畑町455-5

043-375-4380

https://navi.schoolienet.jp/tabid/70/pdid/5A67/Default.aspx

2020/12/17

教室型

千葉進研 検見川教室

0120-59-8739

https://www.chibashinken.com

2020/12/17

教室型

千葉進研 幕張教室

0120-59-8739

https://www.chibashinken.com

2020/12/17

教室型

千葉進研 幕張本郷教室

0120-59-8739

https://www.chibashinken.com

国語、算数、英語、社会、理科、その他（漢
千葉市花見川区南花園1-36-10
検対策、英検対策）
国語、算数、英語、社会、理科、その他（漢
千葉市花見川区幕張町4-549
検対策、英検対策）
国語、算数、英語、社会、理科、その他（漢
千葉市花見川区幕張本郷2-2-1
検対策、英検対策）

080-3382-6437

https://www.889100.com/sp/classrooms
/13577
https://www.kumon.ne.jp

5/10

登録日

種類

教室／事業所名

サービス内容

2021/5/20

教室型

テスコ英会話 さつきが丘教室

英語、英会話

2020/9/28

教室型

はなみがわ学習塾

2019/7/8

教室型

2020/11/10

所在地
千葉市花見川区さつきが丘2-33-2

問い合わせ先

URL

04-7164-5300

https://www.tesco-english.co.jp

国語、算数、英語、社会、理科、そろばん 千葉市花見川区畑町1413-1

043-271-3993

https://www.chibashinken.com

明光義塾 こてはし台教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区こてはし台2-23-6 スカイタウン1号館

043-250-3360

教室型

明光義塾 新検見川教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区花園1-21-15

043-275-0299

2019/8/6

教室型

明光義塾 幕張本郷教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市花見川区幕張本郷2-9-1 ファーストコーポ幕張本郷212

043-213-7500

2021/2/24

教室型

ECCジュニア 轟町教室

英語

千葉市稲毛区轟町2丁目2-17

090-7179-1048

https://eccjuniorbs.jp/ht121421a/

2019/7/8

教室型

市進学院 稲毛教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区小仲台2-2-18 エヌズ・ビル2

043-252-5711

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 西千葉教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区緑町1-6-4 みどり台駅前ﾋﾞﾙ

043-247-1077

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 ワンズモール長沼教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区長沼町330-50 ワンズモール長沼3F

043-301-5500

https://www.ichishin.co.jp

2020/9/11

教室型

ITTO個別指導学院 稲毛轟町校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区轟町1-4-19

043-215-8530

http://www.itto.jp/

2020/12/2

教室型

学習塾みなと

国語、算数、社会、理科

千葉市稲毛区宮野木町1722-145-1F

043-307-2877

https://www.g-minato.jp/

2019/10/18

教室型

学研CAIスクール 稲毛校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区小仲台6丁目14-6 高田ビル3F

043-441-7439

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

千葉市稲毛区黒砂1-14-6 山政ビル103

090-2638-0498

https://www.889100.com/classrooms/15
076

https://www.meikogijuku.jp/school/chib
a/chiba-shi-hanamigawa-ku/S1522/
https://www.meikogijuku.jp/school/chib
a/chiba-shi-hanamigawa-ku/S2111/
https://www.meikogijuku.jp/school/chib
a/chiba-shi-hanamigawa-ku/S1401/

2020/12/2

教室型

学研 みどり台教室

国語、算数、英語、社会、理科、読解・作
文、科学教室

2019/7/8

教室型

個太郎塾 稲毛教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区小中台2-2-18 エヌズ・ビル2 6F

043-290-5100

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 天台教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区轟町5-7-20 サザンフラット1F

043-441-6331

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 ワンズモール長沼教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区長沼町330-50 ワンズモール長沼3Ｆ

043-215-7875

https://www.ichishin.co.jp

2019/8/23

教室型

個別教室のトライ 稲毛駅前校

国語、算数、英語、社会、理科、その他応相談 千葉市稲毛区小仲台2丁目6-9 マルサンビルハローズ稲毛2F

0120-555-202

https://www.kobekyo.com/

2019/7/8

教室型

個別指導タクシス 稲毛教室

国語、算数、英語、社会、理科

043-207-0651

2020/9/28

教室型

山王アカデミー

国語、算数、英語、社会、理科、学習指導 千葉市稲毛区山王町44-9

043-421-4371

http://www.sannou-academy.com

2020/5/18

教室型

城南コベッツ 作草部駅前教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区轟町4-8-8 1F

043-207-6262

http://www.covez.jp/

2020/5/18

教室型

城南コベッツ 西千葉教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区緑町1-26-3 1F

043-203-2727

http://www.covez.jp/

2021/6/28

教室型

スクールIE 稲毛小中台校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区小仲台7-1-7 泉総業ビル3F

043-256-2000

https://www.schoolienet.jp/classrooms/detail/489

2021/6/28

教室型

スクールIE 西千葉作草部校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区作草部1-3-3-101

043-285-6240

https://www.schoolie-net.jp

0120-59-8739

https://www.chibashinken.com

0120-59-8739

https://www.chibashinken.com
https://chibarense.com/

千葉市稲毛区小仲台2-5-2 第一大越ビル2F

国語、算数、英語、社会、理科、その他（漢
千葉市稲毛区小仲台6丁目15番3号
検対策、英検対策）
国語、算数、英語、社会、理科、その他（漢
千葉市稲毛区弥生町2-15
検対策、英検対策）

2020/12/17

教室型

千葉進研 稲毛教室

2020/12/17

教室型

千葉進研 西千葉教室

2021/9/1

教室型

千葉練成ゼミナール

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区長沼原町793-1

043-215-8457

2020/11/20

教室型

明光義塾 稲毛園生教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区園生町138-20

043-287-2255

2019/8/6

教室型

明光義塾 作草部駅前教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市稲毛区轟町4-8-15 小川ビル2F

043-253-3715

2019/7/8

教室型

森塾 稲毛校

国語、算数、英語

千葉市稲毛区小仲台6-19-1 篠塚ビル2F

043-290-8021

https://www.meikogijuku.jp/school/chib
a/chiba-shi-inage-ku/S3641/
https://www.meikogijuku.jp/school/chib
a/chiba-shi-inage-ku/S1940/
https://www.morijuku.com/
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2019/7/25

教室型

IOOみつわ台学習教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区みつわ台2-5-15 アルファプラザ1F

043-290-1118

2020/11/4

教室型

アシュール英語教室

英語

千葉市若葉区小倉台7-3-6

070-3274-0103

2019/7/8

教室型

市進学院 都賀教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区都賀3-15-10 第二戸村ビル2F

043-231-1671

https://www.ichishin.co.jp

2020/12/17

教室型

ITTO個別指導学院 千葉みつわ台校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区みつわ台3-10-3

043-287-6401

https://www.itto.jp

千葉市若葉区千城台北1-2-39

043-308-7396

https://ace-shingaku.com/
https://elever.net/

http://www.ib-mitsuwa.com/

2020/10/23

教室型

エース進学塾

国語、算数、英語、社会、理科、そろばん、
プログラミング

2020/10/14

教室型

エルヴェ学院 千城台校

国語、算数、英語、社会、理科、英検・漢検対策等

千葉市若葉区千城台南1-1-1 みさき屋ビル3F

043-237-7709

2020/9/11

教室型

学研 桜木教室

国語、算数、英語

千葉市若葉区桜木1-23-1

080-1724-9881

2020/9/11

教室型

学研 西都賀二丁目教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区西都賀2-1-9 1階

090-9118-5264

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

千葉市若葉区小倉台3丁目20-6

0120-338-807

https://www.kamiko-gakuin.co.jp

2021/6/28

教室型

神子学院 小倉台校

国語、算数、英語、社会、理科、漢検、英
検、数検、プログラミング

2020/10/6

教室型

公文式 小倉台教室

国語、算数、英語

千葉市若葉区小倉台4-19-2 パール小倉台2F

043-232-0531

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1252220006/index.html
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1556030005/index.html

2021/7/9

教室型

公文式 千城台教室

国語、算数、英語

千葉市若葉区千城台北3-10-10

090-5492-0387

2021/7/20

教室型

こうえいチャレンジくらぶ 西都賀教室

国語、算数、そろばん

千葉市若葉区西都賀2-5-12 多目的スペースプリンハウス

043-420-8045

http://koei-juku.jp/challenge/

2021/7/20

教室型

こうえいチャレンジくらぶ みつわ台教室

国語、算数、そろばん

千葉市若葉区みつわ台3丁目4 みつわ台団地管理サービス事務所

043-420-8045

http://koei-juku.jp/challenge/

2019/7/8

教室型

個太郎塾 千城台北教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区千城台北1-16-1 内山ビル2F

043-308-7958

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 都賀教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区都賀3-15-10 第二戸村ビル2F

043-231-0797

https://www.ichishin.co.jp

2019/8/23

教室型

個別教室のトライ 都賀駅前校

国語、算数、英語、社会、理科、その他応相談

千葉市若葉区西都賀3丁目8-8 鹿野ビル2F

0120-555-202

https://www.kobekyo.com/

2020/5/18

教室型

城南コベッツ 千城台駅前教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区千城台南1-1-9 1F

043-236-7366

http://www.covez.jp/

千葉市若葉区西都賀3丁目3-17 ライブリー都賀西口1F

043-306-1611

2020/5/27

教室型

城南コベッツ 都賀駅前教室

国語、算数、英語、社会、理科、英検、作
文、ジュニアEnglish、面接

2021/6/9

教室型

スクールIE みつわ台校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区みつわ台2丁目4-20 みつわ台アーバンヴィレッジ103

043-441-8758

2021/5/20

教室型

テスコ英会話 都賀教室

英語、英会話

千葉市若葉区西都賀3-7-12

04-7164-5300

2020/10/29

教室型

若葉学院 都賀本校教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市若葉区西都賀3-1-8 ハックベリー都賀3F

043-207-6228

2020/11/26

教室型

あすみが丘ラーニングセンター

国語、算数、英語

千葉市緑区あすみが丘2-1-11 ハイツオリンピア2-103号室 043-205-6071

http://learning-center.biz/

2019/7/8

教室型

市進学院 おゆみ野教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野南2-16-3

043-312-7950

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 鎌取教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野3-6-2 おゆみ野YSﾋﾞﾙ

043-292-5123

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 土気教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区あすみが丘1-1-1

043-295-1777

https://www.ichishin.co.jp

043-294-5111

https://elever.net/
https://www.kaiseilabo.com/

2020/10/14

教室型

エルヴェ学院 土気校

国語、算数、英語、社会、理科、英検・漢検
千葉市緑区あすみが丘1-20-1 あすみが丘バーズモール内
対策等

2020/2/17

教室型

開成ラボ

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野2-4-12 2F

043-420-8468

2019/7/8

教室型

学研 あすみが丘公園通り教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区あすみが丘3-52-6 ココファン1F

090-9815-9377

2019/7/8

教室型

学研 いずみや教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野中央4-23-2 コスモ1番館202

090-9815-9377

2020/9/11

教室型

学研 おゆみ野緑教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野4-26-12

043-292-0213

https://www.covez.jp/blog/chiba_tsugae
kimae/
https://www.schoolienet.jp/classrooms/detail/960
https://www.tesco-english.co.jp
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2021/3/8

教室型

京進スクール・ワン 鎌取教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野2-4-10 喜栄ビル206

043-293-6861

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

2020/12/4

教室型

公文式 あすみが丘3丁目教室

国語、算数、英語

千葉市緑区あすみが丘3-62-8 シャントレルあすみが丘C-102

070-1385-6694

https://www.kumon.ne.jp/

2019/7/8

教室型

公文式 おゆみ野教室

国語、算数、英語

千葉市緑区おゆみ野中央4-10-5

043-291-3520

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1738610032/index.html?id=hi

2021/5/20

教室型

公文式 鎌取駅前教室

国語、算数、英語

千葉市緑区おゆみ野2丁目4-10 喜栄ビル203号

080-8386-2553

2020/3/18

教室型

公文式 土気北教室

国語、算数、英語

千葉市緑区土気町1619 土気中胡教室内

080-1232-7990

2019/8/23

教室型

公文式 誉田中央教室

国語、算数、英語

千葉市緑区誉田町1丁目780-47

043-291-2357

2021/11/18

教室型

グローバル人材育成の個別学習塾 G-Braves（ジーブ
レーブス）

国語、算数、英語、社会、理科、グローバル
ワークショップ（アクティブラーニング）

千葉市緑区あすみが丘7-1-1 あすみが丘ブランニューモール1階 043-308-5800

https://www.g-braves.net/

2021/6/15

教室型

京葉学院 誉田校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区誉田町2-24

043-292-3451

https://www.keiyo-gakuin.co.jp/

2019/7/8

教室型

個太郎塾 おゆみ野教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野南2-1-2 ケイライチェンド

043-488-4801

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 鎌取教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野3-6-2

043-292-5123

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 土気教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区あすみが丘1-1-1

043-295-1803

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 誉田教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区誉田町2-24 高山ビル1Ｆ

043-312-0401

https://www.ichishin.co.jp

2021/6/28

教室型

スクールIE 土気校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区あすみが丘1-19-2 大森ビル2F

043-294-1361

2020/12/17

教室型

千葉進研 鎌取教室

国語、算数、英語、社会、理科、その他（漢
千葉市緑区おゆみ野3-23-13
検対策、英検対策）

https://www.schoolienet.jp/classrooms/detail/464

0120-59-8739

https://www.chibashinken.com

2020/10/23

教室型

トライプラス 土気校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区あすみが丘2-35-2 和光第2ビル2F

043-312-1840

https://www.try-plus.com/schools/379

千葉市緑区おゆみ野3-30-3

043-310-6539

https://www.ne.jp/asahi/pegasus/oyumi
no/

https://www.kumon.ne.jp/

2020/5/27

教室型

ペガサス おゆみ野教室

国語、算数、英語、社会、理科、TOEIC、
英検

2021/6/28

教室型

誉田進学塾ism あすみが丘

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区あすみが丘2-1-4 花澤ビル1F

043-312-7290

https://www.jasmec.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾ism おゆみ野

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野南2-9-4

043-300-4600

https://www.jasmec.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾ism 誉田

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区誉田町2-7

043-292-2603

https://www.jasmec.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾 鎌取教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野3-31-8

043-292-6830

https://www.jasmec.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾sirius 鎌取

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野3-31-8

043-292-6830

https://www.jasmec.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾 土気教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区あすみが丘3-50-1

043-226-5611

https://www.jasmec.co.jp/

2020/12/17

教室型

みやび個別指導学院 おゆみ野中央校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区おゆみ野中央8-15-2

043-292-7721

https://www.miyabi-kobetsu.jp/

2019/7/8

教室型

明光義塾 誉田教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市緑区誉田町2-23-346 フローラモチダ1F

043-312-0475

2019/7/8

教室型

市進学院 稲毛海岸教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区高洲3-14-8 高洲花澤ﾋﾞﾙ

043-277-7868

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 海浜幕張教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区打瀬1-2-1 幕張ベイタウンプラザ2F

043-299-2411

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

市進学院 検見川浜教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区真砂4-1-10 検見川浜SCビル(PIA)

043-303-6166

https://www.ichishin.co.jp

2021/10/12

教室型

栄光ゼミナール 海浜幕張校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区打瀬2-1-2 グランパティオス公園西の街5番館1階 043-350-1286

https://www.eikoh-seminar.com/

2021/10/12

教室型

栄光の個別ビザビ 海浜幕張校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区打瀬2-1-2 グランパティオス公園西の街5番館1階 043-350-1286

https://www.eikoh-vis-a-vis.com
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2021/9/1

教室型

英才個別学院 千葉みなと校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区幸町1-14-1 金谷ビル2F

043-204-5454

https://eisai-chibaminato.com/

2020/9/11

教室型

学研 稲毛海岸教室

国語、算数、英語

千葉市美浜区稲毛海岸1-4-5

043-375-1997

https://www.889100.com/sp/classrooms
/17938?prefecture_id=12

2020/4/10

教室型

学研 マーチ高浜教室

国語、算数、英語

千葉市美浜区高浜4丁目10-8-103

043-277-0069

2021/6/15

教室型

京葉学院 幕張ベイタウン校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区打瀬2-6 パティオス4番街1F

043-213-3371

https://www.keiyo-gakuin.co.jp/

2021/6/9

教室型

公文式 プラウドシティ教室

国語、算数、英語

千葉市美浜区稲毛海岸5-17-3

090-9814-6414

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1206020005/index.html

2021/8/5

教室型

個太郎塾 稲毛海岸教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区高洲3-14-8 花澤高洲ビル3F

043-277-7149

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 海浜幕張教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区打瀬1-2-1 幕張ベイタウンプラザ2F

043-299-2413

https://www.ichishin.co.jp

2019/7/8

教室型

個太郎塾 検見川浜教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区真砂4-1-10 検見川浜SCビル(PIA)

043-215-7071

https://www.ichishin.co.jp

2019/8/23

教室型

個別教室のトライ 稲毛海岸駅前校

国語、算数、英語、社会、理科、その他応相談

千葉市美浜区高洲3丁目23-2 稲毛海岸ビル2F

0120-555-202

https://www.kobekyo.com/

2019/8/23

教室型

個別教室のトライ 海浜幕張駅前校

国語、算数、英語、社会、理科、その他応相談

千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9F

0120-555-202

https://www.kobekyo.com/

2019/7/8

教室型

個別指導Axis 稲毛海岸校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区高洲4-1-3

043-301-5555

https://axis-kobetsu.jp

2019/7/8

教室型

個別指導タクシス 稲毛海岸教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区高洲1-23-1 3F

043-388-0301

2019/7/8

教室型

個別指導タクシス 幕張ベイタウン教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区打瀬2-6 パティオス4番街1F

043-350-5551

2021/6/28

教室型

スクールIE 稲毛海岸校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区高洲3-14-7 多田屋ビル5F

043-298-8004

https://www.schoolienet.jp/classrooms/detail/383

2021/6/28

教室型

スクールIE 検見川浜校

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区真砂2-24-13

043-303-5455

https://www.schoolie-net.jp

0120-59-8739

https://www.chibashinken.com

0120-59-8739

https://www.chibashinken.com

国語、算数、英語、社会、理科、その他（漢
千葉市美浜区高洲1-22-23
検対策、英検対策）
国語、算数、英語、社会、理科、その他（漢
千葉市美浜区真砂3-13-12
検対策、英検対策）

問い合わせ先

URL

2020/12/17

教室型

千葉進研 稲毛海岸教室

2020/12/17

教室型

千葉進研 検見川浜教室

2020/11/10

教室型

明光義塾 イオン検見川浜駅前教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区真砂4-2-6 イオンスタイル検見川浜4F

043-277-5781

2020/11/10

教室型

明光義塾 稲毛海岸教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区高洲3-14-4 第二水野谷ビル3F

043-303-0409

2019/7/8

教室型

明光義塾 千葉みなと教室

国語、算数、英語、社会、理科

千葉市美浜区幸町1-2-2 桑田ビル1F-1B

043-302-5550

2019/7/8

教室型

森塾 稲毛海岸校

国語、算数、英語

千葉市美浜区高洲3-10-1 サンフラワービレッジ稲毛海岸3階D室 043-303-5086

https://www.morijuku.com/

2020/10/6

教室型

英会話イーオン 市原五井校

英語、英会話

市原市五井中央西2-8-33 小宮ビル2F

0800-111-1111

https://www.aeonet.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾ism ちはら台

国語、算数、英語、社会、理科

市原市ちはら台東4-11-14

0436-50-5161

https://www.jasmec.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾ism 大網

国語、算数、英語、社会、理科

大網白里市大網13-4

0475-72-6556

https://www.jasmec.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾ism ユーカリが丘

国語、算数、英語、社会、理科

佐倉市南ユーカリが丘14-2 ガーデンラベニュー南ユーカリが丘1街区

043-460-0012

https://www.jasmec.co.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾sirius ユーカリが丘

国語、算数、英語、社会、理科

佐倉市南ユーカリが丘1-1 スカイプラザ・ステーションタワー2F 043-308-7115

https://www.jasmec.co.jp/

2021/1/5

教室型

帰国子女アカデミー 西船橋校

英語

船橋市西船5-2-6 西船橋マンション

047-486-2761

https://www.ichishin.co.jp/

2020/9/11

教室型

ITTO個別指導学院 習志野実籾校

国語、算数、英語、社会、理科

習志野市東習志野5-17-11

047-406-4780

http://www.itto.jp/

2021/6/28

教室型

誉田進学塾ism 本納

国語、算数、英語、社会、理科

茂原市本納2395-7

0475-44-5331

https://www.jasmec.co.jp/

https://www.meikogijuku.jp/school/chib
a/chiba-shi-mihama-ku/S0946/
https://www.meikogijuku.jp/school/chib
a/chiba-shi-mihama-ku/S1004/
https://www.meikogijuku.jp/school/chib
a/chiba-shi-mihama-ku/S3581/
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登録日

種類

教室／事業所名

2020/10/23

教室型

市進学院 勝田台教室

2020/10/23

教室型

サービス内容

所在地

問い合わせ先

URL

国語、算数、英語、社会、理科

八千代市勝田台北1-10-21

047-486-2761

https://www.ichishin.co.jp/

IBイングリッシュ 四街道校

英語、英会話

四街道市鹿渡2003-27 大野ビル

043-421-1620

https://ib-english.com/

四街道市大日50-20 ワーム大日ビル1F

090-7632-3814

https://www.kumon.ne.jp

2019/7/25

教室型

公文式 桜が丘教室

国語、算数、英語、日本語（外国人対
象）

2021/11/18

教室型

こども英会話ヒルトップ イトーヨーカドー四街道教室

英語

四街道市中央5番地 イトーヨーカドー四街道店2階

0120-815-718

https://www.hilltop-englishacademy.com/

2020/9/11

教室型

子どもプログラミング教室キッズプロ 四街道大日教室

プログラミング

四街道市大日351-12

090-4439-6384

https://pro.family36.com

2020/11/20

教室型

自立学習支援塾 せるりら

国語、算数、英語、社会、理科

四街道市大日288-17 齋藤ビル302

043-308-5542

https://sakura-welfare.com/selrelia/
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