加盟塾一覧2017

No

2017/12/6 現在

塾

名

代表者名

〒

住

所

電話

1 英才予備校伸学院

山口 伯

343-0047 越谷市弥十郎727-13

048(977)2803

2 雅学習塾

荒瀬 雅美

340-0032 草加市遊馬町286

048(928)3540

3 東大セミナー

吉田 憲世

349-0216 南埼玉郡白岡町実ケ谷1080-2

048(769)2731

4 小泉塾

小泉 明

360-0847 熊谷市籠原南3-345

048(532)0683

5 文研学院

黒澤 薫

362-0021 上尾市原市3724-6

048(721)2214

6学習舎
http://www.tact-web.jp/gaku/
7 教育学院

戸田 敦子

344-0059 春日部市西八木崎町三丁目１７番7号

048(763)3886

336-0922 さいたま市緑区大牧690

048(874)0791

8 英進学院
http://eishingakuin.jp/
9 河村進学教室

坂田 義勝

350-0822 川越市山田東町1707-3

049(224)7193

356-0004 上福岡市上福岡2-3-2

049(262)1172

330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-15-16

048(832)2312

337-0033 さいたま市見沼区御蔵72-12

048(686)1146

355-0221 比企郡嵐山菅谷230-3

0493(62)8101

343-0844 越谷市大間野5-213

048(986)9521

佐藤 祐輔

343-0015 越谷市花田4-18-22

048(964)1184

早野 正峰

340-0025 草加市谷塚仲町325-6

048(927)1351

16 歩学舎

丹羽 恵美子

356-0055 ふじみ野市旭1-13-56

049(261)9062

17 野田塾

野田 純子

365-0033 鴻巣市生出塚1-13-9

048(541)2249

18 関根教育教室

関根 紀勝

362-0806 北足立郡伊奈町小室2268-146

048(723)5410

19 ATENA

斉藤 伸明

346-0016 久喜市東1-10-28 東武ビル2F

048(025)5310

366-0827 深谷市栄町17-2

048(575)3291

10 ステップ
http://www.saikumi.net/gp/step/
11 木下英数教室

tarocha@live.jp
岡村 麗子

sakata2451@nifty.com
河村 雄一
山田 千里
step@s-step.jp
木下 和子
kinokazu0218@gmail.com

12 新井塾
http://araijuku.net/
13 時習学館
http://jisyu-gakkan.com/
14 花田義塾
http://www.hgprojet.com/
15 早野塾

新井 恵詞
深野 正己
masafuka0007@gmail.com

atena913@etude.ocn.ne.jp
20 彩北進学塾
http://www.saihoku-juku.com/
21 一橋ケンアイ
http://www.abcpaso.com/ken_ai/
22 エルモカレッジ

川邉 洋一

366-0051 深谷市上柴町東5-5-20 アーバンYS106

048(573)8919

小川 久美

340-0023 草加市谷塚町225

048(928)1800

23 エルモゼミナール

鈴木 亮介

340-0043 草加市草加3-3-32 ミキハイツ1C

048(951)1380

24 進学塾ファレル

ファレル 美佐子

048(726)5131

25 ソロモン総合学院
https://www.solomonsolomon.jp/
26 NOVICE

331-0822 さいたま市北区奈良町90-15
グリ－ンホ－ム101
350-1308 狭山市中央1-4-13

内藤 潤司
solomonnaitoh@yahoo.co.jp
熊谷 亮二
362-0813 北足立郡伊奈町学園 2-82-2

048(797)6981

27 大江個人指導塾

林 祐司

354-0018 富士見市西みずほ台1-21-1

049(254)1864

28 サイエイスクール

福島 隆

331-0812 さいたま市北区宮原町 2-127-1

048(669)0503

29 (株)POPER(ST進学教室)
http://st-shingaku.com/
30 吾妻稲門ゼミ

栗原 慎吾

162-0836 東京都新宿区南町34-1
グレンパーク神楽坂305
359-0038 所沢市北秋津 116-17

03(6265)0951

31 岡山ゼミナール
32 栄和スクール
33 セルモ川越新宿教室
http://www.selmo.jp/sc/arajuku/
34 学研CAIスクール
35 学修塾ダンデリオン
http://gkdan.com
36 名学館ライフガーデン東松山
37 双葉進学スクール
38 オンライン塾LeAD

蓮 克彦
saihoku-s.j@song.ocn.ne.jp

根本義明

04(2959)3750

04(2925)8934

岡山 亮一
okayama@mwb.biglobe.ne.jp
藤野 岳登
sakawa-school@m01.tialink.net
大久原 秀一
selmo.kawagoearajuku@gmail.com
髙橋 義幸

343-0807 越谷市赤山町1-41-2
越谷市東大沢4-22-2 大沢教室
338-0836 さいたま市桜区町谷2-25-14
フラッツ町谷1FC号室
350-1124 川越市新宿町5-6-14

048(962)4000

049(265)8433

351-0025 朝霞市三原1-11-12 GC志木705

048(463)0462

本荘 雅一

334-0063 川口市東本郷1131-1 第二寿マンション102

048(430)7217

048(767)3983

honjo@gkdan.com
島

秀史
355-0048 東松山市あずま町4-8-3
hidefumi.shima@docomo.ne.jp
嶋村 伸夫
350-1319 狭山市広瀬3-17-6
futabashingakuschool@outlook.jp
水谷 敬
102-0074 東京都千代田区九段南2-4-12
mizutani@sym-net.co.jp
アビスタ九段ビル９F

0493(35)4119
04(2955)6106
03(3263)1646
03(3263)1647

