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■CFCクーポン利用先は次のとおりです。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。

登録状況 市／郡 種類 対象 教室／事業所名 所在地 問い合わせ先 URL

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　長嶺教室 長嶺西2丁目3-22-201 096-349-0515 http://www.v-meiko.co.jp/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　熊本清水教室 清水新地4丁目7-46 096-346-4991 http://www.v-meiko.co.jp/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　武蔵ヶ丘教室 楠7丁目7-15 クリエイト楠2F 096-337-5802 http://www.v-meiko.co.jp/

登録 合志市 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　合志教室 幾久富1758-17 096-215-5051 http://www.v-meiko.co.jp/

登録 阿蘇市 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　阿蘇内牧教室 内牧963-11 0967-32-5522 http://meiko-success.com/

登録 玉名市 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　玉名教室 中1685-1 田上ビル1F 0968-74-5076 http://meiko-success.com/

登録 菊池郡大津町 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　肥後大津駅前教室 室207-3 さくらビル1F 096-294-1745 http://meiko-success.com/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　植木教室 植木町滴水51-6 096-273-0880 http://meiko-success.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　新屋敷教室 新屋敷3丁目9-26 アクシス新屋敷ビル102号室 096-371-1280 http://meiko-success.com/

登録 熊本市西区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　西山教室 横手3丁目5-22 第2馬原ビル102 096-323-1200 http://meiko-success.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　熊本出水教室 出水1丁目6-12 シティ-ガ-デン水前寺1F 096-366-5779 http://meiko-success.com/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　花立教室 東野2-5-1 096-288-9192 http://meiko-success.com/

登録 熊本市西区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　上熊本教室 上熊本3丁目1-32 096-276-6915 http://meiko-success.com/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　力合教室 薄場町29 096-358-3654 http://meiko-success.com/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　田迎教室 良町2丁目8-10 HOUⅡビル1F 096-370-0265 http://meiko-success.com/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　健軍教室 東本町1-76 除野ビル 096-369-3988 http://meiko-success.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　帯山教室 帯山3丁目7-22 ラ・リュミエ-ル1F 096-387-1265 http://meiko-success.com/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　けやき通り教室 馬渡2丁目12-28 ア-バンフォレストビル1F 096-234-6116 http://meiko-success.com/

登録 宇土市 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　宇土教室 松原町25-7 0964-26-1511
http://www.meikogijuku.jp/school/detail/S

2262.html

登録 宇城市 教科学習 中学生・高校生 明光義塾　宇城松橋教室 松橋町松橋914-4 0964-34-0032
http://www.meikogijuku.jp/school/detail/S

3149.html

登録 － 教科学習 中学生 進研ゼミプラス　（中学講座）　 （※通信教育のため所在地は記載なし） 0120-55-5566 http://www.benesse.co.jp/

「Chance for Children 熊本」　クーポン利用先リスト

 教科学習（学習塾等） ／ 体験活動 ／ スポーツ ／ 文化活動 ／ 習い事 ／ その他

 中学生 ／ 高校生 ／ 中学生・高校生

 登録（1ヶ月以上前から登録）／新登録（1ヶ月以内に登録）
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■CFCクーポン利用先は次のとおりです。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。

登録状況 市／郡 種類 対象 教室／事業所名 所在地 問い合わせ先 URL

登録 － 教科学習 高校生 進研ゼミプラス　（高校講座）　 （※通信教育のため所在地は記載なし） 0120-55-5959 http://www.benesse.co.jp/

登録 － 教科学習 中学生・高校生 株式会社Z会　 （※通信教育のため所在地は記載なし） 0120-65-1039 https://www.zkai.co.jp

登録 － 教科学習 高校生 株式会社ユーキャン　 （※通信教育のため所在地は記載なし） 03-5388-6111 http://www.u-can.co.jp

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 学習指導教室グロ-アップ　西原教室 西原1-14-16 Mハイツ1F 070-5359-5525 http://kyusyu.me/growup/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 学習指導教室グロ-アップ　尾ノ上教室 尾ノ上2-5-22 荘林ビル305 070-5359-5525 http://kyusyu.me/growup/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生 個別指導きらら進学館　 保田窪3丁目16-10 塚本ビル103 096-288-7113 http://www.kirara01.com

登録 菊池郡菊陽町 教科学習 中学生・高校生 九大進学ゼミ　光の森校 光の森7-2-8 0120-315-942 http://www.sanaru-kyushu.co.jp/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 九大進学ゼミ　帯山校 帯山7-23-52 0120-315-942 http://www.sanaru-kyushu.co.jp/

登録 宇城市 教科学習 中学生・高校生 九大進学ゼミ　松橋校 松橋町松橋891 0120-315-942 http://www.sanaru-kyushu.co.jp/

登録 熊本市西区 教科学習 中学生・高校生 九大進学ゼミ　上熊本校 上熊本1-9-43-1F 0120-315-942 http://www.sanaru-kyushu.co.jp/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 九大進学ゼミ　長嶺校 長嶺南7-24-27 0120-315-942 http://www.sanaru-kyushu.co.jp/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 九大進学ゼミ　健軍校 東野1-1-11 0120-315-942 http://www.sanaru-kyushu.co.jp/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 熊予備進学塾　 東野1丁目15-18 H115ビル1階 096-369-9834 https://ja-jp.facebook.com/kumayobi/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　帯山校 帯山4丁目57-25 ア-ルビル1F 096-213-6317 http://www.kobekyo.com/

登録 宇土市 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　宇土校 三拾町144-14　うと餅貸店舗2F 0964-24-1550 http://www.kobekyo.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 家庭教室のトライ　熊本校 大江5丁目3-33　シティネットビル1F 096-371-0057 http://www.trygroup.co.jp/index.html

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　健軍校 健軍3丁目50-22　ブル-ジェ曙1F 096-214-6067 http://www.kobekyo.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　黒髪校 黒髪1丁目11-10　東鋼第2ビル1F 096-341-0500 http://www.kobekyo.com/

登録 合志市 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　須屋校 須屋706　ラポ-ル柴田Ⅰ　101号 096-341-3117 http://www.kobekyo.com/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　植木校 植木町滴水23-4 096-275-5511 http://www.kobekyo.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　大江校 大江5丁目3-33　シティネットビル1F 096-371-0036 http://www.kobekyo.com/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　田迎校 田迎2丁目3-1　プロムナ-ドビル2F 096-334-8100 http://www.kobekyo.com/

登録 菊池郡大津町 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　大津校 大字室997-1　大塚ビル1F 096-340-3111 http://www.kobekyo.com/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　武蔵丘校 武蔵ケ丘5丁目13-13 096-348-7027 http://www.kobekyo.com/

登録 上益城郡益城町 教科学習 中学生 森の学校ヒュ-マンスク-ルましき　 宮園618-7 090-9609-3615

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　健軍校 健軍本町28-12 096-365-7111 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　長嶺校 長嶺南3-8-8 096-382-3001 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市西区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　上熊本校 京町本丁4-15 096-351-5001 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市西区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　城山校 上代2-3-1 096-354-5001 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　田迎校 出仲間8-9-8 096-334-1211 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　近見校 近見2-12-15 096-323-9211 http://www.kumazemi.jp/
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■CFCクーポン利用先は次のとおりです。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。

登録状況 市／郡 種類 対象 教室／事業所名 所在地 問い合わせ先 URL

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　武蔵ヶ丘校 武蔵ヶ丘1-15-10 096-337-0011 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　清水校 八景水谷1-24-36 096-341-1311 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　植木校 植木町植木176 096-273-3881 http://www.kumazemi.jp/

登録 合志市 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　永江団地校 幾久富1758-144 096-248-6031 http://www.kumazemi.jp/

登録 上益城郡益城町 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　益城校 福富810-1 096-287-8211 http://www.kumazemi.jp/

登録 宇土市 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　宇土校 入地町161-1 0964-24-1911 http://www.kumazemi.jp/

登録 八代市 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　八代校 横手新町14-16 0965-35-0001 http://www.kumazemi.jp/

登録 天草市 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　本渡校 栄町5-4 0969-24-3005 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　黒髪教室 妙体寺町7-20 096-215-0881 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　西原教室 西原1-18-9 096-386-8911 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　花立教室 花立2-4-3 096-369-7001 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　川尻教室 川尻1-3-21-2F 096-320-1121 http://www.kumazemi.jp/

登録 玉名市 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　玉名教室 中1685-3 0968-85-7011 http://www.kumazemi.jp/

登録 山鹿市 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　山鹿教室 山鹿497-7-2F 0968-41-6211 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　水前寺校 水前寺公園1-24 096-382-2001 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　水前寺教室 水前寺1丁目18-22 096-284-9011 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　知究館 白山2丁目4-19 096-371-2001 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　帯山校 帯山3-9-11 096-349-9211 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 熊本ゼミナ-ル　まなび舎 京町本丁10-8 096-312-2611 http://www.kumazemi.jp/

登録 宇城市 教科学習 中学生・高校生 熊本ゼミナ-ル　松橋校 松橋町松橋815-23 0964-33-2200 http://www.kumazemi.jp/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 早稲田アイ・スタディ　健軍教室 健軍3丁目50-1-2F 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 早稲田アイ・スタディ　黒髪教室 黒髪3丁目8-15-2B 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 早稲田アイ・スタディ　力合教室 島町4-15-27 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　長嶺校 長嶺西2丁目1-57 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　健軍校 昭和町1-22 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　水道町校 九品寺1丁目1-1 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　武蔵ヶ丘校 武蔵ヶ丘5丁目23-15 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　清水校 清水新地3丁目7-48 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 宇土市 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　宇土校 南段原町191 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 菊池郡大津町 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　大津校 大津1300-1 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市西区 教科学習 中学生・高校生 早稲田アイ・スタディ　上熊本教室 上熊本1-10-21-2F 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/
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■CFCクーポン利用先は次のとおりです。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。

登録状況 市／郡 種類 対象 教室／事業所名 所在地 問い合わせ先 URL

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 早稲田アイ・スタディ　楠教室 楠7-4-15 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　田迎校 田迎5丁目4-1 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

新登録 八代市 教科学習 中学生 早稲田スク-ル　八代校 松江町222 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

新登録 熊本市 教科学習 中学生・高校生 早稲田アイ・スタディ　長嶺教室 東区長嶺西2-1-60 096-383-1424 http://www.wasedaschool.com/

登録 阿蘇郡西原村 教科学習 中学生 のぞみスク-ル　 布田1963-10 096-279-1991

登録 熊本市西区 教科学習 高校生 専門学校公務員ゼミナ-ル　熊本校 池亀町5-5 096-325-6373 http://kumamoto-koumuin.info

登録 八代市 教科学習 中学生 能力開発センタ-　八代校 横手新町15-9 0965-39-8781 http://www.nohkai.ne.jp/

登録 宇土市 教科学習 中学生 能力開発センタ-　宇土校 松原町25-10　サンワ企業グル-プ本社ビル2F 0964-23-3844 http://www.nohkai.ne.jp/

登録 玉名市 教科学習 中学生 能力開発センタ-　玉名校 中字寺畑1652-2　ウィングスビル 0968-73-7701 http://www.nohkai.ne.jp/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 能力開発センタ-　熊本本校 白山1丁目1-3 096-364-1660 http://www.nohkai.ne.jp/

登録 菊池郡菊陽町 教科学習 中学生 能力開発センタ-　光の森校 光の森1丁目18-2　ウィングスビル 096-339-2271 http://www.nohkai.ne.jp/

登録 菊池郡大津町 教科学習 中学生 ごとう塾　大津校 大津1149-7 096-294-1077 http://www.gotohjuku.com

登録 上益城郡御船町 教科学習 中学生・高校生 大進ゼミナ-ル　御船ゼミ 滝川40-1 096-281-7010 http://daishin-seminar.com/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 大進ゼミナ-ル　健軍ゼミ 健軍本町54-12 096-369-7600 http://daishin-seminar.com/

登録 上益城郡益城町 教科学習 中学生・高校生 大進ゼミナ-ル　益城ゼミ 惣領1428-1 096-289-0451 http://daishin-seminar.com/

登録 合志市 教科学習 中学生・高校生 大進ゼミナ-ル　菊南ゼミ 須屋1908-1 096-344-4211 http://daishin-seminar.com/

登録 菊池市 教科学習 中学生・高校生 大進ゼミナ-ル　菊池ゼミ 隈府780-15 0968-25-3510 http://daishin-seminar.com/

登録 八代市 教科学習 中学生・高校生 大進ゼミナ-ル　大手町ゼミ 大手町1丁目9-25 0965-31-1286 http://daishin-seminar.com/

登録 八代市 教科学習 中学生・高校生 大進ゼミナ-ル　田中町ゼミ 田中西町17-5 0965-31-1720 http://daishin-seminar.com/

登録 熊本市北区 文化活動 中学生・高校生 有明楽器　武蔵ヶ丘教室 武蔵ヶ丘8-4-1 096-339-3889 http://ariakegakki.co.jp/

登録 熊本市東区 スポ-ツ 中学生・高校生 公益財団法人熊本YMCA　　ながみねファミリ-YMCA 長嶺南3-1-107 096-385-0676 www.kumamoto-ymca.or.jp

登録 上益城郡益城町 教科学習 中学生・高校生 さくらゼミナ-ル　ましき校 惣領1302 096-335-9000 www.sakura-seminar.com

登録 熊本市北区 教科学習 中学生・高校生 さくらゼミナ-ル　むさし校 武蔵ヶ丘8丁目6-1-2F 096-249-3150 www.sakura-seminar.com

登録 熊本市東区 教科学習 中学生 ジ-スク-ル　尾ノ上教室 尾ノ上1丁目44-16 096-342-4479 http://g-sch.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 英会話ビッグアップル　上通校 上通町4-18　井上第一ビル3A 096-355-6846 www.bigapple-web.com

登録 熊本市中央区 教科学習 高校生 壺溪塾　水前寺校 水前寺1-1-1 096-213-7792 http://www.kokei.ac.jp

登録 熊本市中央区 スポ-ツ 中学生 ロアッソ熊本　ジュニアユ-ス 神水2-10-10 096-283-1200 http://roasso-k.com

登録 熊本市西区 教科学習 中学生・高校生 名成塾　　 春日3丁目15-1　熊本駅ビル2F 096-323-4155

登録 熊本市中央区 習い事 中学生・高校生 有限会社文林堂本店　 新町2-7-16 096-355-0274 http://www.bunrindou.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 高校生 考和塾　 新大江2丁目3-45 096-363-6400 www.cowa19.com

登録 熊本市西区 教科学習 中学生 山川塾　城山教室 上高橋1-3-12-101 096-288-5078 http://yamakawajuku.com/
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■CFCクーポン利用先は次のとおりです。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。

登録状況 市／郡 種類 対象 教室／事業所名 所在地 問い合わせ先 URL

登録 熊本市南区 教科学習 中学生 山川塾　下益城城南教室 城南町宮地1002-3 0964-27-5023 http://yamakawajuku.com/

登録 熊本市北区 習い事 中学生・高校生 日本習字熊本新地書道教室　 清水新地6丁目7-7 090-1086-8944

登録 熊本市北区 教科学習 中学生 聖賢アカデミ-塾　 八景水谷2丁目10-1 096-341-0132 http://www.ekiten.jp/shop_6046102/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 受験ラサ-ル水前寺　 水前寺一丁目3-8 096-385-8801 http://www.subaru-net.com/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生 昴　武蔵ケ丘校 武蔵ヶ丘4丁目20-8 096-339-5413 http://www.subaru-net.com/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生 昴　健軍校 秋津新町1-43 096－369-3440 http://www.subaru-net.com/

登録 八代市 教科学習 中学生 昴　八代校 西松江城町4－1 0965-33－4400 http://www.subaru-net.com/

登録 宇土市 教科学習 中学生 昴　宇土校 本町2-2 0964-22-8222 http://www.subaru-net.com/

登録 玉名市 教科学習 中学生 昴　玉名校 中1684-2 0968-72-0711 http://www.subaru-net.com/

登録 菊池郡菊陽町 教科学習 中学生 昴　菊陽校 原水1164-13 096-233-3337 http://www.subaru-net.com/

登録 菊池郡大津町 教科学習 中学生 昴　大津校 大津1207-10 096-293-7688 http://www.subaru-net.com/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生 昴　けやき通り教室 田迎4丁目9-36　KSビル 096-370-8688 http://www.subaru-net.com/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 すばる個別指導　水前寺教室 水前寺1丁目3-8 096-386-5558 http://www.subaru-net.com/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生 すばる個別指導　武蔵ケ丘教室 武蔵ヶ丘4丁目20-8 096-348-7533 http://www.subaru-net.com/

登録 宇城市 文化活動 中学生・高校生 福原ピアノ教室　 松橋町豊福2052-1 0964-32-4952

登録 熊本市南区 教科学習 中学生・高校生 個別指導専門塾　城進ゼミ　城南教室 城南町宮地542-4 0120-19-2960

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 光栄ゼミナール　 健軍2丁目14-1 096-360-5510

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 英進館　熊本本館 城東町5-62 096-359-7088 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生 英進館　健軍校 健軍3-50-22　ブルーシェ曙2F 096-214-0888 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 英進館　帯山本校 帯山2-6-23 096-386-8788 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 英進館　帯山校 帯山9-3-1 096-340-8868 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生 英進館　田迎校 田迎3-12-6 096-214-3788 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市南区 教科学習 中学生 英進館　近見校 近見8-1-10 096-312-3688 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 英進館　水前寺校 大江5-17-23 096-372-2788 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生 英進館　京町校 京町本丁6-42 096-312-1155 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市北区 教科学習 中学生 英進館　武蔵ヶ丘校 武蔵ヶ丘3-1-28 096-337-6787 http://www.eishinkan.net/

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 ナルゼミ　 長嶺東3丁目1-25 096-388-7603 http://3887603.com

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 九州美術ゼミナール　 細工町5-30 096-245-6471 http://www.kyusemi.com

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 対話式進学塾1対1ネッツ　健軍2丁目校 健軍2-20-10 0120-969-121 http://www.edu-netz.com

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 対話式進学塾1対1ネッツ　水前寺駅前本校 水前寺1丁目10番12号 0120-969-121 http://www.edu-netz.com

登録 熊本市中央区 教科学習 中学生・高校生 対話式進学塾1対1ネッツ　平成校 平成3-9-20 0120-969-121 http://www.edu-netz.com
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■CFCクーポン利用先は次のとおりです。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。

登録状況 市／郡 種類 対象 教室／事業所名 所在地 問い合わせ先 URL

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 対話式進学塾1対1ネッツ　長嶺校 長嶺南1-7-4 0120-969-121 http://www.edu-netz.com

登録 熊本市東区 教科学習 中学生・高校生 学習進学塾明心館　 健軍2丁目22-2 096-227-0581

登録 熊本市東区 教育学習 中学生・高校生 ナカムラ　 月出2-4-40-1003 096-385-6997

登録 熊本市南区 教科学習 中学生 エースゼミナール　城南教室 城南町隅庄580 0964-28-8686 http://kumamoto-aceseminar.site/

新登録 八代市 教科学習 中学生・高校生 個別教室のトライ　八代校 松江町119-5 ニュー松江ビル2F 0965-30-7705 http://www.kobekyo.com/

新登録 上益城郡益城町 文化活動 中学生・高校生 つのい音楽教室　 惣領1332-9 096-289-5010
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