
登録番号 事業者名 学習塾名 所在地 有効期間 備考 ホームページ

100001(03) 英進館株式会社 英進館 福岡県福岡市中央区今泉１－１１－１２ 2016/8/31-2018/8/30 http://www.eishinkan.net/

100003(03) 株式会社エス・アイ教育綜合センター (法)ＳＩ進学ゼミナール 佐賀県武雄市武雄町大字武雄５６７５　ＳＩビル 2016/8/31-2018/8/30 http://www.si-zemi.jp/

100004(03) 有限会社１．２．３ 次世代ゼミファインズ 福岡県糟屋郡宇美町５－３－１４ 2016/8/31-2018/8/30 http://www.fines-k.com/

100005(03) 研修館学院 研修館学院 京都府京都市伏見区深草堀田町１０－１ 2016/8/31-2018/8/30 https://www.kenshukan.co.jp/

100006(03) 有限会社颯伸 東日本進学会 神奈川県秦野市鶴巻南４－１９－１１ 2016/8/31-2018/8/30 http://www.higapon.com/

100007(03) 株式会社中萬学院 中萬学院 神奈川県横浜市港南区丸山台１－１０－２４ 2016/8/31-2018/8/30 http://www.chuman.co.jp/

100008(03) 株式会社ビーシー・イングス 田中学習会 広島県広島市安佐北区倉掛１－８－１６ 2016/8/31-2018/8/30 http://www.tanakagakushukai.com/

100009(03) 株式会社Ｂｅｌｉｅｖｅ ＡＪ安藤塾 三重県伊勢市常磐１－１－１ 2016/8/31-2018/8/30 http://www.andojuku.com/

100010(03) 株式会社フォレストパワー パワーゼミ西本塾 広島県福山市引野町１－１７－１ 2016/8/31-2018/8/30 http://power-semi.net/

100011(03) 株式会社学光社 ＩＮＧ進学教室 東京都青梅市勝沼１－４６－４ 2016/8/31-2018/8/30 http://www.ing-school.co.jp/

100012(03) 有限会社ラピス ＬＡＰＩＳ 千葉県流山市市野谷１１８－２１ 2017/1/31-2019/1/30 http://www.lapis.la/

100013(03) 株式会社コムタスグループ コムタス進学セミナー 広島県呉市中央１－６－９　センタービル呉駅前3F 2017/1/31-2019/1/30 http://www.comtas.jp/

100016(03) しののめ有限会社 しののめ研成義塾 千葉県市原市ちはら台東４－１１－１８ 2017/1/31-2019/1/30 http://www.kensei-gijuku.jp/

100019(03) 有限会社英才予備校　伸学院 英才予備校　伸学院 埼玉県越谷市弥十郎７２７－１３ 2017/1/31-2019/1/30 http://www.shingakuin.co.jp/

100022(03) 有限会社エコール学院 エコール学院 神奈川県小田原市板橋９２２－９ 2017/1/31-2019/1/30 http://www.ecole-gakuin.com/

100023(03) アイ・アカデミー株式会社 アイ・アカデミー株式会社 群馬県館林市本町２－１５－３５ 2017/1/31-2019/1/30 http://aiacademy.com/

100024(03) 創栄青葉有限会社 青葉学院 神奈川県横浜市緑区寺山町８９ スクエア２１ビル4F 2017/1/31-2019/1/30 http://aobagakuin.com/info/

100025(03) 株式会社ケイズセミナー ケイズセミナー創習館 埼玉県さいたま市南区文蔵3-28-11 2017/1/31-2019/1/30 http://urawajuku.jp/

100027(03) 木谷塾 木谷塾 東京都品川区大井１－４９－１２　大井町ビル7F 2017/1/31-2019/1/30

100030(03) 伸栄学習会 伸栄学習会 千葉県浦安市猫実２－１－５ 2017/1/31-2019/1/30 ※認証を付与した事業所は「浦安本部教室」 http://www.juno.dti.ne.jp/~shinei/

100031(03) 株式会社リュウエデュケーション ＩＢ早稲田鶴ヶ島校 埼玉県川越市鯨井新田１－１８ 細田ビル2F 2017/1/31-2019/1/30 http://ib-tsurugashima.com/

100034(03) 有限会社創研教育研究所 創研塾 東京都青梅市新町４－１４－１７ 2017/1/31-2019/1/30 http://www.sokenweb.com/index.html

100035(03) 株式会社特進スクール れんせい会 東京都杉並区浜田山４－１５－７ 2017/1/31-2019/1/30 http://www.renseikai.co.jp/

100036(03) 株式会社創英コーポレーション 創英ゼミナール 神奈川県平塚市日向岡２－２－１０ 2017/1/31-2019/1/30 http://www.souei.net/

100037(03) 株式会社湘南台進学教室 ＳＨＯＳＨＩＮ 神奈川県藤沢市湘南台１－１４－４ 2017/1/31-2019/1/30 http://www.e-shoshin.com/

100038(02) 株式会社全教研 株式会社全教研 福岡市中央区赤坂１－１５－９ 2015/9/2-2017/9/1 http://welcome.zenkyoken.com/

100039(02) むさし野ゼミナール むさし野ゼミナール 東京都中野区弥生町５－５－１１ 2015/9/2-2017/9/1 http://homepage2.nifty.com/nozemi/

100040(02) 株式会社オンフット オンフット進学会 千葉県柏市根戸１９１３－１　ガーデンビスカヤ103 2015/9/2-2017/9/1 http://www.on-foot.jp/
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100042(02) 株式会社四季青舎柏 四季青舎 千葉県柏市松葉町３－１５－５ 2015/9/2-2017/9/1 http://shikiseisha.com/

100044(02) 株式会社アイキューブ 株式会社アイキューブ 長野県茅野市塚原１－３－２１　２F 2016/2/3-2018/2/2
※北長野校、松本駅前校、上諏訪駅前校、伊那
北駅前校、飯田駅前校は除く http://www.i-cube-education.jp/

100045(02) 株式会社ホリエ ホリエグループ 大阪府大阪市西区南堀江２－１１－２５ 2016/2/3-2018/2/2 http://www.horizemi.com/

100046(02) 株式会社ＴＲＫ 神田進学セミナー 兵庫県尼崎市東園田町４－１０１－７ 2016/2/3-2018/2/2

100047(02) 有限会社西北舎 都の西北学院 東京都立川市一番町６－２０－１２ 2016/2/3-2018/2/2 http://e-seihoku.co.jp/

100048(02) 明和塾 明和塾 宮城県仙台市青葉区北山３丁目９番２０号 2016/9/2-2018/9/1 http://www.meiwa-juku.com/index.html

100049(02) 株式会社高校入試指導研究会 菅原進学教室 東京都江戸川区東小松川二丁目１５番７号 2016/9/2-2018/9/1 http://www.sugashin.com/pc/index.html

100051(02) 光将進学スクール 光将進学スクール 沖縄那覇市上間３４４－１ 2017/2/12-2019/2/11 http://www.kosho-shingaku.com/

100053(02） MAC茨田学院 MAC茨田学院 大阪府大阪市鶴見区浜３－１１－８ 2017/2/12-2019/2/11 http://www.mattagakuin.co.jp/main/top.html

100054(02) 有限会社十和田 ナカジュク 東京都板橋区仲宿５５－８－２０５ 2017/2/12-2019/2/11 http://www.nakajuku.com/

100055(02) 道塾 道塾 大阪府大阪市生野区田島３－１－３４ 2017/2/12-2019/2/11 http://www.michi-juku.info/

100056(01) 株式会社大阪栄光学園 栄光学園 大阪府阪南市鳥取４４７－１ 2015/9/3-2017/9/2 http://www.eikogakuen.co.jp/

100057(01) 株式会社開智総合学院 株式会社開智総合学院 大阪市城東区今福西２－１６－８ 2015/9/3-2017/9/2 http://www.kaichi96.com/

100058(01) 株式会社駿英
伯耆駿英予備校・伯耆学園・
東進ゼミ

鳥取県米子市東福原４－２０－９ 2016/2/4-2018/2/3 http://www.shunei.co.jp/toshin/

100059(01) 株式会社智翔館 智翔館 長崎県佐世保市白南風町５－１５ 2016/2/4-2018/2/3 http://www.chishokan.co.jp/

100061(01) 有限会社スタディー スタディー 四日市市安島１－２－１８ 2016/9/5-2018/9/4 http://studie-shuei.com/

100062(01) 有限会社湖北総合学園 湖北総合学園 長浜市高月町渡岸寺２２０－１ 2016/9/5-2018/9/4 http://www.kohoku-sogo.net/
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