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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）

　　　訪問型 ／ 通信型の参画事業者

種類 教室／事業所名 サービス内容 サービス対象 所在地 問い合わせ先 URL

訪問型 家庭教師のトライ 岡山校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 （※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/address/okayama/

通信型 進研ゼミ「高校講座」
国語、数学、英語、化学、生物、地学、物

理、世界史、日本史、地理、公民
高校生 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0120-55-5959 http://kou.benesse.co.jp/juken/

通信型 進研ゼミ「中学講座」 国語、数学、英語、社会、理科 中学生 （※訪問型／通信型のため所在地は記載なし） 0120-5555-66 http://chu.benesse.co.jp/chu3/

　　　教室型の参画事業者

種類 教室／事業所名 サービス内容 サービス対象 所在地 問い合わせ先 URL

教室型 アクロポート スイミングスクール 水泳 中学生、高校生 岡山市東区瀬戸町沖333 086-952-2855 http://www.acro.co.jp/

教室型 ABCアカデミー 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市真備町市場3161 090-8067-8284

教室型 LL学習塾 真備校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市真備町川辺123-1 メルベーユ103号 086-698-1401 https://www.llgakusyuujuku.com/

教室型 鷗州塾 倉敷校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市阿知2丁目19番25号 082-245-4145 http://aic-oshu.com/

教室型 鷗州塾 西大寺校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 岡山市東区西大寺上3丁目3番11号 082-245-4145 http://aic-oshu.com/

教室型 鷗州塾 総社校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 総社市中央2丁目8番1号 082-245-4145 http://aic-oshu.com/

教室型 加藤塾 数学、英語、理科 中学生、高校生 倉敷市玉島長尾2680-13 086-522-3996

教室型 公文式 市場教室 国語、数学、英語 中学生 倉敷市真備町市場3364 086-698-1110
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/13

49631305/index.html

教室型 公文式 中庄教室 国語、数学、英語 中学生、高校生 倉敷市中庄団地21-5 086-462-8515
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/11

31830015/index.html

教室型 KLCセミナー 倉敷校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市阿知3-2-3 086-426-6036 https://www.klc-seminar.com/

教室型 個別教室のトライ 倉敷駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市阿知1-7-2 くらしきシティプラザ西ビル2F 0120-555-202
https://www.kobekyo.com/around/okayama/kurashiki

/

教室型 個別教室のトライ 総社駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 総社市駅前2-2-10 新世紀観光ビル1F 0120－555－202 https://www.kobekyo.com/around/okayama/soja/

教室型 個別指導塾スタンダード 笹沖教室 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市笹沖398-3 笹沖野田ビル2F 0120-747-818 http://std-ie.jp/

教室型 個別指導塾スタンダード 総社教室 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 総社市中央2-22-15 0120-747-818 https://std-ie.jp/

岡山スタディクーポン参画事業者リスト

■岡山スタディクーポン参画事業者は次のとおりです。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。

※このリストに掲載されている教育事業者の場合、すぐにクーポンをご利用いただけます。
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種類 教室／事業所名 サービス内容 サービス対象 所在地 問い合わせ先 URL

教室型 個別指導塾スタンダード 中島教室 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市中島2370-14 老龍園ビル5F 0120-747-818 http://std-ie.jp/

教室型 個別指導塾スタンダード 東総社教室 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 総社市井手1134-2 0120-747-818 http://std-ie.jp/

教室型 個別指導塾スタンダード 真備教室 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市真備町有井111-1 山田ビル1F 0120-747-818 http://std-ie.jp/

教室型 個別指導塾スタンダード ゆめタウン平島教室 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 岡山市東区東平島163 ゆめタウン平島店2F 0120-747-818 http://std-ie.jp/

教室型 個別指導レビュー 総社駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 総社市駅前2-2-10 新世紀観光ビル2F 0866-95-2100 http://www.kobetsu-review.com

教室型 自学道場 倉敷大高校 国語、数学、英語、社会、理科、面接、小論文 中学生、高校生 倉敷市西中新田313-2 086-434-8088 http://jigaku-dojo.com/

教室型 松陰塾 倉敷中島校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生 倉敷市中島2642-4 井上テナント2F西 086-441-2800 http://www.showin-kurashiki-nakashima.com/

教室型 松陰塾 総社駅前校 国語、数学、英語、社会、理科、速読 中学生、高校生 総社市駅前2丁目3-1 総社駅前ビル1階 0120-860-815 http://www.showin-soja.com

教室型 STORIES 英会話&個別学習スクール 国語、数学、英語、社会、理科、英会話 中学生、高校生 岡山市南区箕島1211-4 090-4658-3784

教室型 誠泉塾 新倉敷駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生 倉敷市新倉敷駅前2-39 ラプラス新倉敷1F 086-525-3199 http://www.seisenjuku.com/

教室型 誠泉塾 総社校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 総社市中央5丁目1番地104 アヴェニール102・103 0866-31-6619 http://www.seisenjuku.com/

教室型 誠泉塾 連島校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生 倉敷市連島中央1丁目11-8 086-440-2219 http://www.seisenjuku.com/

教室型 誠泉塾 真備校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市真備町川辺1913-1 寿ビル1F・2Ｆ 086-441-4119 http://www.seisenjuku.com/

教室型 総合学習サポートセンターSelfish 国語、数学、英語、社会、理科 中学生 倉敷市茶屋町1628-14 086-429-0500 http://selfish.jp

教室型 多田志学館 数学、英語 中学生 倉敷市有城593 トリオビル2階 070-7566-3567

教室型 田中学習会 倉敷駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市阿知2-1-17 086-421-9000 https://www.tanakagakushukai.com/

教室型 東進衛星予備校 倉敷駅前校 国語、数学、英語、社会、理科 高校生 倉敷市阿知1-7-2 くらしきシティプラザ西ビル212 086-697-6147 http://www.edu-toshin.com

教室型 東進衛星予備校 総社駅前校 国語、数学、英語、社会、理科、小論文 高校生 総社市駅前2-1-1 0866-95-2301

教室型 特別進学塾フェニックス 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市白楽町546-7 0120-19-0678 http://phoenix1.sakura.ne.jp/

教室型 トライプラス 総社校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 総社市井手1123-5 0866-31-7651 https://www.try-plus.com/schools/123

教室型 NOVA 倉敷駅前校 英語、英会話 中学生、高校生 倉敷市阿知2丁目1-17 津加佐ビル4F 086-421-2244
https://www.nova.co.jp/schools/chugoku_shikoku/oka

yama/kurashiki.html

教室型 ヒーローズ パーソナルコンディショニングスタジオ 野球、トレーニング 中学生、高校生 岡山市北区野田2-3-31 086-230-6988 http://heroes.main.jp/

教室型 ひのき秀英学院 真備校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 倉敷市真備町有井111-1 ヤマダ商会2F 086-698-5377

教室型 ひのき秀英学院 矢掛校 国語、数学、英語、社会、理科 中学生、高校生 小田郡矢掛町矢掛3057-7 0866-83-0090

教室型 明光義塾 新倉敷教室
国語、数学、英語、社会、理科、プログラミン

グ、速読
中学生、高校生 倉敷市玉島爪崎1089-2 086-522-0515 https://www.meikogijuku.jp

教室型 明光義塾 総社教室
国語、数学、英語、社会、理科、プログラミン

グ、速読
中学生、高校生 総社市中央2-5-10 0866-90-1270 https://www.meikogijuku.jp

教室型 明光義塾 真備教室
国語、数学、英語、社会、理科、プログラミン

グ、速読
中学生、高校生 倉敷市真備町箭田1117-46 086-697-0071 https://www.meikogijuku.jp

教室型 明修塾 上道教室 国語、数学、英語、社会、理科 中学生 岡山市東区東平島1195-2 086-297-5350 https://www.meishu-juku.jp/
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