
塾代助成事業に参画登録している事業者（令和5年1月時点）のうち、令和5年4月から小学5・6年生についても対象とする申請を受け付けた教室等のリストです。

　・中学生を対象とした「参画事業者」として既に登録されており、別の教室として小学5・6年生を追加登録される教室等は含まれません。

　・令和5年4月から新規での参画登録を予定している教室等は含まれません。

※　現在、審査中のため、各教室へのお問い合わせはお控えください。

※　参画登録の審査結果は、3月中旬以降に反映されますので、「教室等検索」等でご確認ください。

No
サービス提供

の種類
所在地 教室型・・・教室名　訪問型・・・事業者名　ネット型・・・サービス名

1 教室型 北区 Ｕｐｒｉｓｅ　梅田（扇町）スタジオ

2 教室型 北区 合気道研修会　中崎道場

3 教室型 北区 アイニーストリート英語教室

4 教室型 北区 あすはな先生　南森町センター校

5 教室型 北区 アビリティプラス　南森町教室

6 教室型 北区 アローズジム＆ラボ　大阪近畿医療専門学校

7 教室型 北区 ＥＣＣジュニア　池田町１丁目教室

8 教室型 北区 ＥＣＣジュニア　天六北教室

9 教室型 北区 育脳寺子屋　天六校

10 教室型 北区 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃａｆｅ　ＣＬＯＣＫ　阪急梅田校

11 教室型 北区 うめきた　グローバルサイバーロボット教室

12 教室型 北区 ＭＲＢ松田敏子リラクゼーションバレエ

13 教室型 北区 Ｏ．Ｅ．Ｃ．ランゲージサービス　梅田校

14 教室型 北区 鴎州塾　梅田校

15 教室型 北区 大阪イーリス

16 教室型 北区 大阪パソコン教室　天六校

17 教室型 北区 大淀空手クラブ

18 教室型 北区 音楽教室Ｋ’ｓ　天神橋３丁目教室

19 教室型 北区 音楽教室Ｍｕｓｉｃａ　Ｍｅｒｌａ

20 教室型 北区 開成教育セミナー　天六教室

21 教室型 北区 開成教育セミナー　南森町教室

22 教室型 北区 関西アクションアクターズ　天六体操教室

23 教室型 北区 学研　天満教室

24 教室型 北区 学習塾ＰＬＡＮＴ

25 教室型 北区 極真会館　天満中崎道場

26 教室型 北区 キッズパークアカデミー

27 教室型 北区 キズキ共育塾　大阪校

28 教室型 北区 キンダーキッズ－Ｇｒａｄ　Ｃｌｕｂ－

29 教室型 北区 公文式　天神橋中央教室

30 教室型 北区 公文式　中崎１丁目教室

31 教室型 北区 公文式　中津リバーサイド教室

32 教室型 北区 公文式　長柄八幡宮教室

33 教室型 北区 コア英語教室　天満校

34 教室型 北区 個別教室のトライ　梅田駅前校

35 教室型 北区 個別指導アップ学習会　南森町校

36 教室型 北区 個別指導学院フリーステップ　大阪梅田教室

37 教室型 北区 個別指導学院フリーステップ　天六教室

38 教室型 北区 個別指導学院フリーステップ　南森町教室

39 教室型 北区 個別指導キャンパス　天六校

40 教室型 北区 個別指導キャンパス　東天満校

41 教室型 北区 個別指導塾みなも

42 教室型 北区 個別指導ステップアップ　扇町教室

43 教室型 北区 個別指導ステップアップ　大淀教室

44 教室型 北区 佐竹塾

45 教室型 北区 里塾　長柄教室

46 教室型 北区 さんすうＬＡＢＯ

47 教室型 北区 Ｓｅｅｄｓ学習教室

48 教室型 北区 進学教室関西教育アカデミー光学塾

49 教室型 北区 心身統一合氣道会　光心館道場

50 教室型 北区 ジュニアアスリートトレーニング

51 教室型 北区 スクールドットアイ

52 教室型 北区 スタジオアッシュ　梅田店

53 教室型 北区 ＳＰＲＯＵＴ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ
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54 教室型 北区 誠励学館　梅田西川そろばん塾

55 教室型 北区 Ｚ会進学教室　梅田教室

56 教室型 北区 創研学院　北梅田校

57 教室型 北区 ソフィー学園

58 教室型 北区 ＴＡＩＫＯ－ＬＡＢ　うめきた

59 教室型 北区 第一学院中等部　大阪梅田キャンパス

60 教室型 北区 Ｔｅａｃｈｅｒｓ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｅｎｔｅｒ

61 教室型 北区 テトラｃｏｃｏ　天満教室

62 教室型 北区 天神橋筋パソコン教室

63 教室型 北区 Ｄｒ．関塾　紅梅町校

64 教室型 北区 花子塾

65 教室型 北区 ファロス個別指導学院　南森町駅前教室

66 教室型 北区 Ｂｒｏａｄｖｉｅｗ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

67 教室型 北区 松永塾

68 教室型 北区 みやび個別指導学院　天神橋校

69 教室型 北区 明光義塾　南森町教室

70 教室型 北区 ＵＳボーカル教室　梅田校

71 教室型 北区 優悠塾

72 教室型 北区 ユナイテッド平野　陸上教室　扇町校

73 教室型 北区 ロジカ式プログラミング　天満教室

74 教室型 都島区 アップ学習会　都島教室

75 教室型 都島区 アーク進学会／ファイト個別学院　都島中通校

76 教室型 都島区 アイシー塾

77 教室型 都島区 ＡｔｈｌｅｔｅＷｏｒｋｓ

78 教室型 都島区 アトリエ宮地

79 教室型 都島区 アルファ塾

80 教室型 都島区 ＩＴＴＯ個別指導学院　都島友渕校

81 教室型 都島区 ＥＣＣ外語学院　京橋校

82 教室型 都島区 ＥＣＣベストワン　野江内代校

83 教室型 都島区 ＥＣＣベストワン　都島校

84 教室型 都島区 移動式フリースクールところ

85 教室型 都島区 ＥｎｇｌｉｓｈＣａｆｅＣＬＯＣＫ

86 教室型 都島区 ＥｎｇｌｉｓｈＪｕｎｇｌｅ英語教室

87 教室型 都島区 上野音楽学園

88 教室型 都島区 英会話イーオン　京橋校

89 教室型 都島区 栄光進学セミナー

90 教室型 都島区 鴎州塾　都島校

91 教室型 都島区 大阪都島ボーイズ

92 教室型 都島区 大島そろばん　大島きそアカデミー　毛馬教室

93 教室型 都島区 開成教育セミナー　都島ベルファ前教室

94 教室型 都島区 関西個別指導学院　京橋教室

95 教室型 都島区 学研スクエア　都島ベルファ教室

96 教室型 都島区 学研ベルさくらキャンパス

97 教室型 都島区 学習塾ハイブレイン

98 教室型 都島区 木谷英語塾

99 教室型 都島区 公文　城北緑道書写教室

100 教室型 都島区 公文　中野町書写教室

101 教室型 都島区 公文式　内代教室

102 教室型 都島区 公文式　毛馬教室

103 教室型 都島区 公文式　善源寺町教室

104 教室型 都島区 公文式　高倉１丁目教室

105 教室型 都島区 公文式　高倉教室

106 教室型 都島区 公文式　都島大東町教室

107 教室型 都島区 公文式　都島中野教室

108 教室型 都島区 Ｋ　Ｍｕｓｉｃ　Ａｃｔ音楽教室

109 教室型 都島区 個別学習塾リーチアップ

110 教室型 都島区 個別学習ニュー・フロンティア

111 教室型 都島区 個別教室のトライ　京橋駅前校

112 教室型 都島区 個別指導ＡＬＬ　ＩＮ　ＯＮＥ

113 教室型 都島区 個別指導学院フリーステップ　都島駅前教室

114 教室型 都島区 個別指導学院フリーステップ　都島ベルファ前教室
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115 教室型 都島区 個別指導学習塾蒼

116 教室型 都島区 個別指導キャンパス　毛馬校

117 教室型 都島区 個別指導キャンパス　都島校

118 教室型 都島区 個別指導キャンパス　都島ベルファ前校

119 教室型 都島区 個別指導塾ＡｒＵｂａｎｕｓ（アルバヌス）

120 教室型 都島区 坂田教室

121 教室型 都島区 桜宮ゴルフスクール

122 教室型 都島区 修優舘　都島教室

123 教室型 都島区 進学ゼミナール　都島校

124 教室型 都島区 スクールＩＥ　城北公園通校

125 教室型 都島区 ＳＴＵＤＩＯ　１ＢＲＯＯＤ　都島校

126 教室型 都島区 ステップワールド　都島教室

127 教室型 都島区 閃舞館テコンドー教室　（京橋支部）

128 教室型 都島区 Ｓｏｐｈｉａ　京橋教室

129 教室型 都島区 大東楽器　アミューズ京橋

130 教室型 都島区 友渕英数教室

131 教室型 都島区 Ｄｒ．関塾　都島駅前校

132 教室型 都島区 Ｄｒ．関塾　都島毛馬校

133 教室型 都島区 パソコン市民講座　京橋教室

134 教室型 都島区 ファロス個別指導学院　都島駅前教室

135 教室型 都島区 福心塾

136 教室型 都島区 碧水塾

137 教室型 都島区 ベネッセの英語教室　ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　関西スーパー善源寺プラザ

138 教室型 都島区 マンツーマン進学ゼミナール　都島本部教室

139 教室型 都島区 道草寺子屋

140 教室型 都島区 都島カルチャーセンター

141 教室型 都島区 都島グローバル学習塾

142 教室型 都島区 都島大東教室

143 教室型 都島区 明光義塾　京橋教室

144 教室型 都島区 明光義塾　都島教室

145 教室型 都島区 ヤマハ音楽教室／ヤマハ英語教室　ユニスタイル京橋

146 教室型 都島区 ＵＳボーカル教室　京橋駅前校

147 教室型 都島区 楽伸塾　都島校

148 教室型 都島区 早稲田育英ゼミナール　都島教室

149 教室型 福島区 アットスクール　大阪校

150 教室型 福島区 アップ学習会　野田阪神教室

151 教室型 福島区 あきよし学院

152 教室型 福島区 ＥＣＣジュニア　大開小学校西教室

153 教室型 福島区 ＥＣＣジュニア　ＪＲ野田駅前教室

154 教室型 福島区 ＥＣＣジュニア　玉川教室

155 教室型 福島区 上辻和信ギター教室

156 教室型 福島区 ＡｔｏＺ　Ａ．Ｈ．Ｓ

157 教室型 福島区 ＮＣＰ塾

158 教室型 福島区 開成教育セミナー　ＪＲ野田駅前教室

159 教室型 福島区 関西教育アカデミー　鷺洲校

160 教室型 福島区 学研　鷺洲あひる教室

161 教室型 福島区 京進　野田校

162 教室型 福島区 京進スクール・ワン　阪神野田教室

163 教室型 福島区 公文式　海老江東小北教室

164 教室型 福島区 公文式　大開教室

165 教室型 福島区 公文式　鷺洲３丁目教室

166 教室型 福島区 公文式　野田教室

167 教室型 福島区 公文式　福島小前教室

168 教室型 福島区 こいそピアノ教室

169 教室型 福島区 公立ゼミ

170 教室型 福島区 個別学習マイプレイス　福島校

171 教室型 福島区 個別教室のトライ　福島駅前校

172 教室型 福島区 個別指導学院フリーステップ　ＪＲ野田駅前教室

173 教室型 福島区 個別指導キャンパス　野田校

174 教室型 福島区 個別指導ステップアップ　野田教室

175 教室型 福島区 酒井学習教室
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176 教室型 福島区 佐竹そろばん教室

177 教室型 福島区 修優舘　福島教室

178 教室型 福島区 新極真会　大阪西支部　野田道場

179 教室型 福島区 Ｊ－Ｐ．Ｏ．Ｐ．

180 教室型 福島区 スクールトゥデイ　野田教室

181 教室型 福島区 ｓｔｕｄｉｏ　Ｂｒｉｃｋｗｏｒｋｓ

182 教室型 福島区 創研学院　福島校

183 教室型 福島区 創研学院　福島玉川校

184 教室型 福島区 田中塾

185 教室型 福島区 小さな医進個別

186 教室型 福島区 バイオリン　ビオラ　レッスン　ブリリオ

187 教室型 福島区 パソコン市民ＩＴ講座　野田阪神教室

188 教室型 福島区 パソコン市民講座　イオンスタイル野田阪神教室

189 教室型 福島区 ヒューマンアカデミーロボット教室　ＪＲ福島教室

190 教室型 福島区 ヒューマンアカデミーロボット教室　福島野田教室

191 教室型 福島区 ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　上福島教室

192 教室型 福島区 ビガー野田総合学園

193 教室型 福島区 ビガー野田総合学園

194 教室型 福島区 Ｂｅ－ｊｉｎ　Ｗａｌｋ

195 教室型 福島区 藤田学習教室

196 教室型 福島区 みんなのジュニアパソコン＆プログラミング教室　野田阪神教室

197 教室型 福島区 明光義塾　ＪＲ野田駅前教室

198 教室型 福島区 森下英数教室

199 教室型 福島区 友舞学院

200 教室型 福島区 ユナイテッド平野　陸上教室　下福島校

201 教室型 福島区 吉野Ｓｔｕｄｙ

202 教室型 此花区 アップ学習会　千鳥橋教室

203 教室型 此花区 ＥＣＣジュニア　此花千鳥橋教室

204 教室型 此花区 ＥＣＣジュニア　島屋小学校北教室

205 教室型 此花区 ＥＣＣジュニア　伝法教室

206 教室型 此花区 ＥＣＣジュニア　酉島教室

207 教室型 此花区 おおさか夢塾

208 教室型 此花区 開成教育セミナー　千鳥橋駅前教室

209 教室型 此花区 関西教育アカデミー・フローラル校

210 教室型 此花区 ＱＯＯＯＰ　ＥＸＴＲＥＭＥ　ＬＡＢＯ

211 教室型 此花区 公文式　春日出教室　（国語・数学）

212 教室型 此花区 公文式　高見教室

213 教室型 此花区 公文式　千鳥橋教室

214 教室型 此花区 公文式　伝法教室

215 教室型 此花区 公文式　西九条教室

216 教室型 此花区 公文式　秀野西教室

217 教室型 此花区 此花会館／梅香殿文化教室

218 教室型 此花区 此花伸学ゼミナール

219 教室型 此花区 個別指導学院フリーステップ　千鳥橋駅前教室

220 教室型 此花区 個別指導キャンパス　千鳥橋校

221 教室型 此花区 個別指導ハロ・ウィン　春日出校

222 教室型 此花区 個別指導ハロ・ウィン　島屋校

223 教室型 此花区 個別塾べすたでぃ　千鳥橋校

224 教室型 此花区 心身統一合氣道　伝法教室

225 教室型 此花区 Ｊ　ｓｃｈｏｏｌ

226 教室型 此花区 スクールＩＥ　此花校

227 教室型 此花区 スタッド学習教室　此花伝法教室

228 教室型 此花区 Ｓｔａｒｔｒａｃｅ　此花校

229 教室型 此花区 誠学舎山田塾

230 教室型 此花区 セイハ英語学院　イオン高見教室

231 教室型 此花区 日本空手道糸洲会　富永道場

232 教室型 此花区 野村塾

233 教室型 此花区 ＰＬＵＣＫ　ＦＣ

234 教室型 此花区 ぽこあぽこ音楽教室

235 教室型 此花区 ミュージッククラブドレミ　西九条教室

236 教室型 此花区 ミズノテニススクール　舞洲
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237 教室型 此花区 明光義塾　此花教室

238 教室型 此花区 吉本学習塾

239 教室型 此花区 ＬＡＰＳ　此花教室

240 教室型 此花区 リベルタ大阪ＦＣ

241 教室型 此花区 れんげパソコン教室

242 教室型 中央区 アップ学習会　谷町四丁目教室

243 教室型 中央区 アートリンガル外語学院　なんば校

244 教室型 中央区 アートリンガル外語学院　本町校

245 教室型 中央区 アイ・キャン　玉造駅前校

246 教室型 中央区 アイオンボーカル教室

247 教室型 中央区 ＥＣＣ外語学院　なんば校

248 教室型 中央区 ＥＣＣジュニア　島之内２丁目教室

249 教室型 中央区 ＥＣＣジュニア　農人橋２丁目教室

250 教室型 中央区 ＥＣＣジュニア　森ノ宮教室

251 教室型 中央区 ｅラーン学習塾

252 教室型 中央区 憩い

253 教室型 中央区 泉のほとり学習教室

254 教室型 中央区 ＩＭＩボイストレーニング・ボーカルスクール　大阪校

255 教室型 中央区 岩村塾

256 教室型 中央区 インイン文化サロン

257 教室型 中央区 エグゼ大阪　プレミアム谷町校

258 教室型 中央区 Ｏ．Ｅ．Ｃ．ランゲージサービス　心斎橋校

259 教室型 中央区 Ｏ．Ｅ．Ｃ．ランゲージサービス　難波校

260 教室型 中央区 お昼間の塾わなどぅ　大阪校

261 教室型 中央区 開成教育セミナー　玉造教室

262 教室型 中央区 開成教育セミナー　松屋町教室

263 教室型 中央区 かがわピアノ教室

264 教室型 中央区 カズー・メンタル・デザイン・ラボ　エクストラ・レッスン

265 教室型 中央区 関塾ジニアス　松屋町安堂寺校

266 教室型 中央区 学研　谷町６丁目教室

267 教室型 中央区 学研　中央小学校前教室

268 教室型 中央区 キャリコ英語塾

269 教室型 中央区 ＫＵＢＯＬＡＢ

270 教室型 中央区 公文　空堀書写教室

271 教室型 中央区 公文式　中大江教室

272 教室型 中央区 公文式　法円坂教室

273 教室型 中央区 公文式　松屋町駅前教室

274 教室型 中央区 公文式　南船場教室

275 教室型 中央区 ＫＪ　ＬＡＢ

276 教室型 中央区 個別教室のトライ　玉造駅前校

277 教室型 中央区 個別指導ＡＸＩＳ　玉造校

278 教室型 中央区 個別指導勝山塾

279 教室型 中央区 個別指導学院フリーステップ　松屋町教室

280 教室型 中央区 個別指導キャンパス　玉造校

281 教室型 中央区 個別指導塾スタンダード　谷町六丁目駅前教室

282 教室型 中央区 ゴールフリー　上本町教室

283 教室型 中央区 ゴールフリー　谷町四丁目教室

284 教室型 中央区 Ｇｏｇａｋｕ　Ｌｅｐｔｏｎ　心斎橋校

285 教室型 中央区 サード・スクエア学習教室

286 教室型 中央区 さくらバレエ教室　さくらピアノ教室　さくらバイオリン教室

287 教室型 中央区 松陰塾　大手前校

288 教室型 中央区 シンキングＬａｂ．　（ステモン谷町６丁目校）

289 教室型 中央区 心身統一合氣道　高津宮教室

290 教室型 中央区 Ｇ－ＰＡＰＩＬＳ　心斎橋校

291 教室型 中央区 実用中国語学院

292 教室型 中央区 ＳＴＡＲＬＥＴ　ｓｔｕｄｙ　ｒｏｏｍ　ｏｆ　ａｒｔ　ｂｒａｉｎ

293 教室型 中央区 ｓｔｙｌｅ－ｏｎｅ

294 教室型 中央区 Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｌｌｅｙｏｏｐ

295 教室型 中央区 スタジオＡＸ

296 教室型 中央区 スタジオファイブ　山口規子バレエ教室

297 教室型 中央区 聖和学院インターキッズ
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298 教室型 中央区 Ｚ会京大進学教室　上本町教室

299 教室型 中央区 Ｚ会進学教室　上本町教室

300 教室型 中央区 ダイナミックスポーツ医学研究所

301 教室型 中央区 中央屋内プール　アップ学習会

302 教室型 中央区 テトラｃｏｃｏ　大手前教室

303 教室型 中央区 Ｄｏｏｒｓ自習塾　谷町教室

304 教室型 中央区 ドキドキ◆つくり隊

305 教室型 中央区 ドレミ音楽スクール　本部教室

306 教室型 中央区 阪神個別学習院　谷町六丁目校

307 教室型 中央区 ばいおりんたちの学校

308 教室型 中央区 Ｂｅ．．Ｅｎｇｌｉｓｈ　心斎橋

309 教室型 中央区 ＰＥＡＣＥ　ＭＵＳＩＣ　ＳＣＨＯＯＬ

310 教室型 中央区 ファースト・スタディ　玉造校

311 教室型 中央区 ファミリー学習塾

312 教室型 中央区 ファロス個別指導学院　谷町天満橋教室

313 教室型 中央区 ファロス個別指導学院　松屋町駅前教室

314 教室型 中央区 ベネッセの英語教室　ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ

315 教室型 中央区 ＭＡＲＣＯ　ＫＩＤＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ

316 教室型 中央区 明光義塾　玉造教室

317 教室型 中央区 明光義塾　松屋町教室

318 教室型 中央区 ＹｏｕＣｏｄｅ

319 教室型 中央区 “夢”プロジェクトＫ．スタディルーム

320 教室型 中央区 よしもと放課後クラブ

321 教室型 中央区 ライティング教室あすとれ

322 教室型 中央区 ｒｅ：ｃｒｅ　ｓｔｕｄｙ　ｄｅｓｉｇｎ

323 教室型 中央区 類塾　谷町教室

324 教室型 中央区 ルミエールバレエスクール

325 教室型 中央区 ワントライブ

326 教室型 西区 アップ学習会　堀江教室

327 教室型 西区 Ｒ・Ｅアカデミー

328 教室型 西区 アウルパソコンスクール

329 教室型 西区 アオイ英語塾

330 教室型 西区 ＡＯＩ　ｓｏｕｎｄ　ｌａｂ

331 教室型 西区 ＥＣＣジュニア　立売堀教室

332 教室型 西区 ＥＣＣジュニア　江戸堀３丁目教室

333 教室型 西区 ＥＣＣジュニア　新町教室

334 教室型 西区 ＥＣＣジュニア　南堀江３丁目教室

335 教室型 西区 イリエ音楽教室

336 教室型 西区 いるどらぺ（個別指導）

337 教室型 西区 上三音楽教室

338 教室型 西区 うつぼキッズ

339 教室型 西区 ＡＩＣ　Ｋｉｄｓ　Ｔｅｅｎｓ　西長堀校

340 教室型 西区 大阪ＹＭＣＡ　サポートクラス

341 教室型 西区 開成教育セミナー　北堀江教室

342 教室型 西区 関西教育アカデミー　南堀江校

343 教室型 西区 学研　川口ワクワク教室

344 教室型 西区 学研　九条あひる教室

345 教室型 西区 学研のびのび　南堀江教室

346 教室型 西区 学習サポート靱

347 教室型 西区 学塾

348 教室型 西区 京進スクール・ワン　堀江教室

349 教室型 西区 キッズプログラミングＧＯ！　南堀江校

350 教室型 西区 キッズプログラミングスクールＳｗｉｔｃｈ　大阪四ッ橋校

351 教室型 西区 北堀江サロン

352 教室型 西区 公文式　立売堀教室

353 教室型 西区 公文式　新町２丁目教室

354 教室型 西区 公文式　日吉小西教室

355 教室型 西区 公文式　堀江公園教室

356 教室型 西区 公文式　南堀江４丁目教室

357 教室型 西区 こども心身医療研究所

358 教室型 西区 個別指導　伸学会　本校
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359 教室型 西区 個別指導学院フリーステップ　北堀江教室

360 教室型 西区 個別指導キャンパス　九条本田校

361 教室型 西区 個別指導塾スタンダード　イオンモール大阪ドームシティ教室

362 教室型 西区 個別指導Ｗａｍ　土佐堀校

363 教室型 西区 個別塾べすたでぃ

364 教室型 西区 Ｓａｃｈｉｅ　Ｍｕｓｉｃ　Ｌａｂ．～Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｐｉａｎｏ　Ｓａｌｏｎ～

365 教室型 西区 さんかくラボ　南堀江教室

366 教室型 西区 ＣＨＥＲＩＥバレエ

367 教室型 西区 修優舘　堀江教室

368 教室型 西区 松陰塾　堀江新町校

369 教室型 西区 Ｃ．パス

370 教室型 西区 進学塾アペックス　堀江教室

371 教室型 西区 進学塾プログレス

372 教室型 西区 ＪＵＫＵペガサス　大阪西教室

373 教室型 西区 Ｇ－ＰＡＰＩＬＳ　堀江校

374 教室型 西区 Ｓｍｉｌｅｓ　ｍｕｓｉｃ　Ｓａｌｏｎ（スマイルズミュージックサロン）

375 教室型 西区 セルフアップ英会話

376 教室型 西区 ソウダバレエスクール

377 教室型 西区 第一ゼミナール　西長堀校

378 教室型 西区 ＤＺＧＯドイツ語教室

379 教室型 西区 とも塾

380 教室型 西区 トライプラス　阿波座校

381 教室型 西区 トライプラス　堀江校

382 教室型 西区 Ｄｒ．関塾　あわざ花乃井校

383 教室型 西区 Ｄｒ．関塾　堀江校

384 教室型 西区 ニコニコ個別塾

385 教室型 西区 西屋内プール子ども水泳教室

386 教室型 西区 西屋内プール子ども体操教室

387 教室型 西区 にしかわ学習塾

388 教室型 西区 ファロス個別指導学院　阿波座教室

389 教室型 西区 ファロス個別指導学院　土佐堀教室

390 教室型 西区 福光書道教室

391 教室型 西区 フリースクール　Ｅｃｏｌｅ　ｄｅ　らじぇむ

392 教室型 西区 プログラミング教室ロジカ式　阿波座堀江校

393 教室型 西区 ベネッセの英語教室　ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　フォレオ大阪ドームシティプラザ

394 教室型 西区 堀江アートスクール

395 教室型 西区 ホリエグループ花乃井ゼミナール

396 教室型 西区 ホリエグループ堀江ゼミナール

397 教室型 西区 本町卓球センター

398 教室型 西区 Ｖｏｃａｌ　Ｓｐａｃｅ　Ｂ　四ツ橋校

399 教室型 西区 南堀江音楽塾

400 教室型 西区 南堀江スクール．教育Ｌａｂ．ｉＴｅｃｈゼミ

401 教室型 西区 未来価値創造大学校

402 教室型 西区 明光義塾　西長堀教室

403 教室型 西区 モリタテニススクール靱

404 教室型 西区 ユナイテッド平野　陸上教室　靱校

405 教室型 西区 ラブジャンクス

406 教室型 西区 ＬＡＰＳ　堀江教室

407 教室型 西区 ＬＡＢ３　大阪　阿波座スタジオ

408 教室型 西区 ＬＡＢ３　大阪　心斎橋スタジオ

409 教室型 西区 ラボ知名パーティー

410 教室型 西区 立志會館　本部道場

411 教室型 港区 アップ学習会　弁天町教室

412 教室型 港区 Ａｃｔｉｏｎ　Ｐａｒｋ　Ｏｓａｋａ（アクションパーク大阪）

413 教室型 港区 ＩＴＴＯ個別指導学院　市岡校

414 教室型 港区 ＥＣＣジュニア　市岡３丁目教室

415 教室型 港区 ＥＣＣジュニア　弁天小学校前教室

416 教室型 港区 ＥＣＣジュニア　夕凪教室

417 教室型 港区 ＥＣＣベストワン　朝潮橋校

418 教室型 港区 ＥｎｇｌｉｓＨｏｌｉｃ

419 教室型 港区 インターオーク外語学院
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420 教室型 港区 魚本流空手拳法　朝潮橋教室

421 教室型 港区 ＳＳＳ進学教室　市岡高校前教室

422 教室型 港区 大阪堀江ボーイズ

423 教室型 港区 開成教育セミナー　弁天町教室

424 教室型 港区 川尻進学教室

425 教室型 港区 学研スクエア　弁天町教室

426 教室型 港区 京進スクール・ワン　市岡教室

427 教室型 港区 クオリア

428 教室型 港区 公文式　朝潮橋駅前教室

429 教室型 港区 公文式　磯路教室

430 教室型 港区 公文式　市岡元町教室

431 教室型 港区 公文式　弁天教室

432 教室型 港区 公文　弁天会館書写教室

433 教室型 港区 グリーンスウォード学院

434 教室型 港区 個別学習塾ＰＥＰ

435 教室型 港区 個別指導学院フリーステップ　弁天町教室

436 教室型 港区 個別指導キャンパス　朝潮橋校

437 教室型 港区 個別指導キャンパス　弁天町校

438 教室型 港区 個別指導Ｗａｍ　弁天町校

439 教室型 港区 個別塾べすたでぃ　磯路校

440 教室型 港区 剛斗舘

441 教室型 港区 ＧＯＴＴＧＹＭ

442 教室型 港区 ショウエイスポーツクラブみなと

443 教室型 港区 進学塾リアライズ　港校

444 教室型 港区 スクールＩＥ　夕凪校

445 教室型 港区 ｓｏｌｅｉｌ（ソレイユ）

446 教室型 港区 パスレル

447 教室型 港区 Ｆｕｎ　Ｆｕｎ　Ｊｏｙ

448 教室型 港区 学び舎ｆｉｔ

449 教室型 港区 丸善インテックアリーナ大阪スポーツ教室

450 教室型 港区 丸善インテック大阪プール水泳教室

451 教室型 港区 明光義塾　港教室

452 教室型 大正区 ＥＣＣジュニア　鶴町教室

453 教室型 大正区 泉尾英数塾　三軒家校

454 教室型 大正区 ＳＣサクセス教育ゼミ

455 教室型 大正区 大阪国公立ゼミナール

456 教室型 大正区 おおさかバレーボールスクール

457 教室型 大正区 開成教育セミナー　大正教室

458 教室型 大正区 学研　大正教室

459 教室型 大正区 公文　三軒家西書写教室

460 教室型 大正区 公文式　大正三軒家教室

461 教室型 大正区 公文式　大運橋教室

462 教室型 大正区 個別指導学院フリーステップ　大正教室

463 教室型 大正区 個別指導キャンパス　大正泉尾校

464 教室型 大正区 個別指導Ｂｅｓｔ　Ｃｏａｃｈ

465 教室型 大正区 進学塾一成

466 教室型 大正区 進学塾リアライズ　大正校

467 教室型 大正区 塾・２１世紀ゼミ

468 教室型 大正区 Ｇｃｅ英会話　大正教室

469 教室型 大正区 大正リトル・シニア

470 教室型 大正区 第一ゼミナール　大正駅前校

471 教室型 大正区 トモエ学園

472 教室型 大正区 中島ピアノ教室

473 教室型 大正区 ネクスト・スクール　（大正校）

474 教室型 大正区 プラウ経験型教育塾　大正教室

475 教室型 大正区 前田学習塾　大正本校

476 教室型 大正区 マリンテニスパーク・北村ダンロップテニススクール

477 教室型 大正区 ミュージッククラブドレミ　大正教室

478 教室型 大正区 明光義塾　大正区役所前教室

479 教室型 天王寺区 アップ学習会　天王寺教室

480 教室型 天王寺区 アップ学習会　桃谷教室
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481 教室型 天王寺区 アトリエアンダンテ

482 教室型 天王寺区 ＥＣＣジュニア　上本町教室

483 教室型 天王寺区 ＥＣＣジュニア　勝山２丁目教室

484 教室型 天王寺区 ＥＣＣジュニア　真田山教室

485 教室型 天王寺区 ＥＣＣジュニア　真法院町教室

486 教室型 天王寺区 ＥＣＣベストワン　上本町夕陽丘校

487 教室型 天王寺区 石川数学塾大阪　上本町本部教室

488 教室型 天王寺区 イプラスジム　天王寺

489 教室型 天王寺区 イング　天王寺校（エデュパーク　天王寺校）

490 教室型 天王寺区 イングリッシュスポット英会話学校　玉造校

491 教室型 天王寺区 ＷＩＮＧ　ＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ

492 教室型 天王寺区 うえはミュージックフォレスト

493 教室型 天王寺区 ＳＳＳ進学教室　真田山教室

494 教室型 天王寺区 ＳＳＳ進学教室　天王寺教室

495 教室型 天王寺区 ＭＫＭｕｓｉｃ　Ａｃａｄｅｍｙ＆Ｓｐａｃｅ

496 教室型 天王寺区 大阪坂倉速算会清里教場

497 教室型 天王寺区 音楽教室Ｋ’ｓ

498 教室型 天王寺区 開成教育セミナー　寺田町教室

499 教室型 天王寺区 開成教育セミナー　桃谷駅前教室

500 教室型 天王寺区 関西個別指導学院　上本町教室

501 教室型 天王寺区 学研　真田山壮成教室

502 教室型 天王寺区 学習塾Ｅｌｙｓｉｏｎ

503 教室型 天王寺区 学習塾Ｂａｋｅｒ　Ｓｔｒｅｅｔ

504 教室型 天王寺区 極真会館　大阪なにわ支部　天王寺道場

505 教室型 天王寺区 公文式　生魂小前教室

506 教室型 天王寺区 公文式　上本町駅前教室

507 教室型 天王寺区 公文式　五条教室

508 教室型 天王寺区 公文式　真田山教室

509 教室型 天王寺区 公文式　真田山公園教室

510 教室型 天王寺区 公文式　四天王寺駅前教室

511 教室型 天王寺区 公文式　清水谷教室

512 教室型 天王寺区 公文式　桃谷教室

513 教室型 天王寺区 ＫＳボクシングスクール

514 教室型 天王寺区 Ｋ’ｓ　Ｍｕｓｉｃ　Ｌａｂ

515 教室型 天王寺区 ケーズレオバスケットボールクラブ

516 教室型 天王寺区 子どもの心と発達の相談ルーム「ここケット」

517 教室型 天王寺区 個別教室のトライ　上本町駅前校

518 教室型 天王寺区 個別指導Ａｘｉｓ　桃谷駅前校

519 教室型 天王寺区 個別指導学院フリーステップ　玉造教室

520 教室型 天王寺区 個別指導学院フリーステップ　天王寺教室

521 教室型 天王寺区 個別指導学院フリーステップ　桃谷駅前教室

522 教室型 天王寺区 個別指導塾トライプラス　上本町校

523 教室型 天王寺区 個別指導のアプロット

524 教室型 天王寺区 修明塾

525 教室型 天王寺区 昭道館合気道　天王寺支部

526 教室型 天王寺区 色彩クリエイター　大阪上本町クラス

527 教室型 天王寺区 四天王寺スポーツクラブ

528 教室型 天王寺区 進学心教育システム

529 教室型 天王寺区 進学塾エフイーアイ

530 教室型 天王寺区 真学塾フレンド

531 教室型 天王寺区 進研ゼミ個別指導教室　天王寺教室

532 教室型 天王寺区 心身統一合氣道　真田山教室

533 教室型 天王寺区 受験・医療専門予備校　江戸塾

534 教室型 天王寺区 自立学習ＲＥＤ　鶴橋教室

535 教室型 天王寺区 スクールＩＥ　清水谷校

536 教室型 天王寺区 スタジオオドリ場

537 教室型 天王寺区 ゼンオン音楽教室　日の出さなだやま教室

538 教室型 天王寺区 Ｓｏｐｈｉａ　上本町教室

539 教室型 天王寺区 玉造音楽教室

540 教室型 天王寺区 玉造パソコン教室

541 教室型 天王寺区 第一ゼミナール　上本町校
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542 教室型 天王寺区 大新柔道会

543 教室型 天王寺区 Ｗゼミ

544 教室型 天王寺区 ダンススタジオタートル（ＤＡＮＣＥＳＴＵＤＩＯＴＵＲＴＬＥ）

545 教室型 天王寺区 テトラｃｏｃｏ　谷町教室

546 教室型 天王寺区 天王寺柔道協会

547 教室型 天王寺区 天王寺スポーツセンター・真田山プール

548 教室型 天王寺区 Ｄｒ．関塾　清水谷校

549 教室型 天王寺区 認知・学習塾　実輝

550 教室型 天王寺区 ネイティブ英会話教室ウィンビー

551 教室型 天王寺区 脳力開発ギザブレインズ

552 教室型 天王寺区 能力開発センター　小学生教室

553 教室型 天王寺区 ハート　クレア

554 教室型 天王寺区 パソコン市民講座　近鉄百貨店上本町教室

555 教室型 天王寺区 ひのき塾　上本町教室

556 教室型 天王寺区 ビーンズパソコンスクール

557 教室型 天王寺区 ピースポット・１４

558 教室型 天王寺区 ＰＴＣスクール　上本町教室

559 教室型 天王寺区 ファロス個別指導学院　上本町駅前教室

560 教室型 天王寺区 ファロス個別指導学院　天王寺駅前教室

561 教室型 天王寺区 ＦＲＥＥ　ＶＯＩＣＥ

562 教室型 天王寺区 プロスランゲージセンター

563 教室型 天王寺区 みらい教育学館

564 教室型 天王寺区 みんなの部屋

565 教室型 天王寺区 ＭＵＳＩＣＡ　ＶＩＴＡ音楽教室　上本町校

566 教室型 天王寺区 ユナイテッド平野　陸上教室　真田山校

567 教室型 天王寺区 ヨシダゼミナール

568 教室型 天王寺区 Ｌｉｏｎｓ　ｇｕｉｔａｒ教室

569 教室型 天王寺区 ラフラーン

570 教室型 天王寺区 ロボットプログラミング教室ＷＡＯ！ＬＡＢ

571 教室型 浪速区 Ｕｐｒｉｓｅ　難波スタジオ

572 教室型 浪速区 Ｒボイストレーニング教室

573 教室型 浪速区 ＭＣＡ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ

574 教室型 浪速区 公文式　桜川駅前教室

575 教室型 浪速区 公文式　難波教室

576 教室型 浪速区 個別学習塾キャリアサーカス

577 教室型 浪速区 第一学院中等部　大阪キャンパス

578 教室型 浪速区 テニススクール・ノア大阪通天閣前校

579 教室型 浪速区 浪速アイススケート場スケート教室

580 教室型 浪速区 浪速屋内プールスイミングスクール

581 教室型 浪速区 浪速スポーツセンター空手教室

582 教室型 浪速区 浪速スポーツセンターキッズダンス教室

583 教室型 浪速区 浪速スポーツセンターバレエ教室

584 教室型 浪速区 ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　なんば塩草教室

585 教室型 浪速区 フリースクールこころ

586 教室型 浪速区 松塾

587 教室型 浪速区 ＲＩＯ　ｂａｌｌｅｔ　ｓｃｈｏｏｌ　なんば本スタジオ

588 教室型 西淀川区 ＥＣＣジュニア　竹島３丁目教室

589 教室型 西淀川区 ＥＣＣジュニア　佃会館教室

590 教室型 西淀川区 ＥＣＣジュニア　野里１丁目教室

591 教室型 西淀川区 ＥＣＣジュニア　姫島６丁目教室

592 教室型 西淀川区 ＥＣＣジュニア　御幣島教室

593 教室型 西淀川区 栄幸塾

594 教室型 西淀川区 エイトビーンズイングリッシュ

595 教室型 西淀川区 オレンジ卓球場

596 教室型 西淀川区 開成教育セミナー　御幣島教室

597 教室型 西淀川区 川北ストーム

598 教室型 西淀川区 関西教育アカデミー　御幣島校

599 教室型 西淀川区 学研　千船駅前教室

600 教室型 西淀川区 学研　御幣島駅前教室

601 教室型 西淀川区 極真会館関西総本部　野里道場

602 教室型 西淀川区 基応塾
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603 教室型 西淀川区 公文式　歌島教室

604 教室型 西淀川区 公文式　大和田教室

605 教室型 西淀川区 公文式　柏花教室

606 教室型 西淀川区 公文式　佃西教室

607 教室型 西淀川区 公文式　佃東教室

608 教室型 西淀川区 公文式　御幣島１丁目教室

609 教室型 西淀川区 コーチ学習塾　西淀川校

610 教室型 西淀川区 個別指導学院フリーステップ　御幣島教室

611 教室型 西淀川区 個別指導キャンパス　千船校

612 教室型 西淀川区 個別指導キャンパス　西淀川大和田校

613 教室型 西淀川区 個別指導キャンパス　御幣島校

614 教室型 西淀川区 個別指導ステップアップ　野里教室

615 教室型 西淀川区 個別指導ステップアップ　姫島教室

616 教室型 西淀川区 さくら塾

617 教室型 西淀川区 新極真会　大阪西支部　西淀川本部道場

618 教室型 西淀川区 スクールＩＥ　塚本駅前校

619 教室型 西淀川区 スタッド学習教室　野里教室

620 教室型 西淀川区 瑞春書道教室

621 教室型 西淀川区 速読学習教室

622 教室型 西淀川区 Ｔａｂｕｎｋａ　Ｊｕｋｕ″Ａｎｉｍｏ”（たぶんかじゅく「アニモ」）

623 教室型 西淀川区 ダンススタジオコンバージョン

624 教室型 西淀川区 Ｔ’ｓ　Ｌａｂ　おおわだ研究所

625 教室型 西淀川区 Ｔ’ｓ　Ｌａｂ　つかもと研究所

626 教室型 西淀川区 ＴＩＡ辻道場

627 教室型 西淀川区 友田塾　大和田教室

628 教室型 西淀川区 Ｄｒ．関塾　大和田校

629 教室型 西淀川区 中西塾

630 教室型 西淀川区 西淀川屋内プールジュニア水泳教室・タイム級クラス

631 教室型 西淀川区 橋本塾

632 教室型 西淀川区 パソコン市民講座　メラード大和田教室

633 教室型 西淀川区 プラウ経験型教育塾　御幣島教室

634 教室型 西淀川区 明光義塾　御幣島教室

635 教室型 淀川区 アートラボ・新大阪

636 教室型 淀川区 あすはな先生　十三教室

637 教室型 淀川区 アマチュアボクシングセンタークレイ

638 教室型 淀川区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪十三東木川西校

639 教室型 淀川区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪東三国校

640 教室型 淀川区 ＩＴＴＯ個別指導学院　阪急三国校

641 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　加島教室

642 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　木川西教室

643 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　新北野２丁目教室

644 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　十三元今里教室

645 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　十八条１丁目教室

646 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　十八条３丁目教室

647 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　塚本駅前教室

648 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　新高４丁目教室

649 教室型 淀川区 ＥＣＣジュニア　三津屋南２丁目教室

650 教室型 淀川区 ＥＣＣベストＯＮＥ　三津屋・神崎川駅前校

651 教室型 淀川区 栄光塾

652 教室型 淀川区 鴎州塾　三国校

653 教室型 淀川区 大阪市立淀川スポーツセンター　Ｊｒ器械体操教室

654 教室型 淀川区 大阪市立淀川スポーツセンタークラシックバレエ教室

655 教室型 淀川区 大阪福島リトルシニア

656 教室型 淀川区 大阪ランゲージアカデミー

657 教室型 淀川区 大森音楽教室

658 教室型 淀川区 音楽教室クレール

659 教室型 淀川区 開成教育セミナー　東三国教室

660 教室型 淀川区 かおる学習教室

661 教室型 淀川区 川畑塾

662 教室型 淀川区 学習塾エイ・ステーション

663 教室型 淀川区 学習塾ｋｏ－ｋｏ
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664 教室型 淀川区 学問所薫塾

665 教室型 淀川区 公文　加島四丁目書写教室

666 教室型 淀川区 公文式　加島教室

667 教室型 淀川区 公文式　木川東教室

668 教室型 淀川区 公文式　北野教室

669 教室型 淀川区 公文式　新東三国教室

670 教室型 淀川区 公文式　十三教室

671 教室型 淀川区 公文式　田川２丁目教室

672 教室型 淀川区 公文式　新高教室

673 教室型 淀川区 公文式　西宮原教室

674 教室型 淀川区 公文式　野中教室

675 教室型 淀川区 公文式　南三国教室

676 教室型 淀川区 公文式　ミラ・ポポーロ西三国教室

677 教室型 淀川区 公文式　淀川十八条教室

678 教室型 淀川区 公文式　ラ・ヴィーレ西三国教室

679 教室型 淀川区 ｇｕｓｋ　ｍｕｓｉｃ　ｃｌｕｂ（グスクミュージッククラブ）

680 教室型 淀川区 グレイシーバレエスタジオ

681 教室型 淀川区 ｋｅａｌａｋａｐａｗａ

682 教室型 淀川区 慶応進学ゼミナール

683 教室型 淀川区 こぐまのＫＯＭＩＣＨＩ

684 教室型 淀川区 こども塾（学友外国語学院教室）

685 教室型 淀川区 コドモワークスペース

686 教室型 淀川区 個別教室のアルファ　宮原教室

687 教室型 淀川区 個別指導ＵＰセミナー

688 教室型 淀川区 個別指導学院フリーステップ　十三駅前教室

689 教室型 淀川区 個別指導学院フリーステップ　塚本教室

690 教室型 淀川区 個別指導学院フリーステップ　三国駅前教室

691 教室型 淀川区 個別指導キャンパス　十三校

692 教室型 淀川区 個別指導キャンパス　塚本校

693 教室型 淀川区 個別指導キャンパス　東三国校

694 教室型 淀川区 個別指導キャンパス　宮原校

695 教室型 淀川区 個別指導シグマ　三国宮原校

696 教室型 淀川区 個別指導塾トライプラス　東三国校

697 教室型 淀川区 個別指導塾ライジング

698 教室型 淀川区 個別指導ステップアップ　神崎川教室

699 教室型 淀川区 個別指導ステップアップ　十三教室

700 教室型 淀川区 個別指導ステップアップ　塚本教室

701 教室型 淀川区 個別指導Ｗａｍ　加島校

702 教室型 淀川区 語学教室ＡＮＣ

703 教室型 淀川区 サウンドイリュージョン

704 教室型 淀川区 修優舘　三国教室

705 教室型 淀川区 少人数制学習塾Ｇ３（ジースリー）

706 教室型 淀川区 書道教室墨庵　三国教室

707 教室型 淀川区 新大阪学院

708 教室型 淀川区 進学塾ＫＡＷＡＩ　ＺＥＭＩ

709 教室型 淀川区 進学塾ぐろーえるＮＡＶＩ　新高校

710 教室型 淀川区 進学塾ぐろーえるＮＡＶＩ　東三国校

711 教室型 淀川区 進学ゼミナールマイ

712 教室型 淀川区 新・北野塾

713 教室型 淀川区 スクールＩＥ　阪急三国校

714 教室型 淀川区 Ｓｍｉｌｅ　Ｍｕｓｉｃ　Ｌａｂ

715 教室型 淀川区 全日本空手道連盟剛柔会　求武舘本部道場

716 教室型 淀川区 総合学習塾まなびや（個別指導）

717 教室型 淀川区 寺子屋こやや　宮原校

718 教室型 淀川区 東洋三国学院

719 教室型 淀川区 トライプラス　塚本校

720 教室型 淀川区 中岡英語道場

721 教室型 淀川区 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｅｎｇｌｉｓｈ英会話教室

722 教室型 淀川区 なみこし塾

723 教室型 淀川区 Ｖａｂｂｏベースボールクラブ　新高教室

724 教室型 淀川区 パーソナルジムＭｙ

12 / 36 



No
サービス提供

の種類
所在地 教室型・・・教室名　訪問型・・・事業者名　ネット型・・・サービス名

725 教室型 淀川区 フォルモサ台湾式中国語教室

726 教室型 淀川区 フリースクール総合フォローアップ教室　スクールプラス

727 教室型 淀川区 フリースペースなごむ

728 教室型 淀川区 プラウ経験型教育塾　新北野教室

729 教室型 淀川区 プラウ経験型教育塾　新高教室

730 教室型 淀川区 ＰＲＯＧＲＯＵＮＤ　ｆｏｒ　Ｋｉｄｓ　三国校

731 教室型 淀川区 べるでランドイングリッシュ・スクール

732 教室型 淀川区 マミー障害者パソコン教室

733 教室型 淀川区 ＭＩＣランゲージスクール

734 教室型 淀川区 三国・神崎川音楽教室

735 教室型 淀川区 宮原塾

736 教室型 淀川区 メイクビースクール

737 教室型 淀川区 明光義塾　十三東教室

738 教室型 淀川区 明光義塾　東三国教室

739 教室型 淀川区 明光義塾　淀川中央教室

740 教室型 淀川区 佑駿塾

741 教室型 淀川区 ユナイテッド平野　陸上教室　北中島校

742 教室型 淀川区 淀川カルチャー笠置アカデミー

743 教室型 淀川区 淀川カルチャー笠置書道教室

744 教室型 淀川区 淀川進学塾

745 教室型 淀川区 米田美龍書道教室

746 教室型 淀川区 ラーン

747 教室型 淀川区 履正スイミングクラブ　十三

748 教室型 淀川区 リバー教育センター

749 教室型 淀川区 類学舎

750 教室型 淀川区 類塾　新大阪教室

751 教室型 淀川区 渡辺ピアノ英数教室

752 教室型 東淀川区 ＩＥＣゼミ

753 教室型 東淀川区 旭光進学ゼミ

754 教室型 東淀川区 朝日塾

755 教室型 東淀川区 アズゴルフ

756 教室型 東淀川区 アズテニス

757 教室型 東淀川区 淡路パソコン教室

758 教室型 東淀川区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪菅原校

759 教室型 東淀川区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大桐校

760 教室型 東淀川区 ＥＣＣ外語学院　淡路校

761 教室型 東淀川区 ＥＣＣジュニア　東淡路４丁目教室

762 教室型 東淀川区 漆畑そろばん教場

763 教室型 東淀川区 Ｖ　ＢＡＳＥボイストレーニング

764 教室型 東淀川区 ｓ－Ｌｉｖｅおおさか　東淀川校

765 教室型 東淀川区 Ｎ．Ｙ．Ｃ．英会話スクール

766 教室型 東淀川区 Ｏｐｅｎ　Ｄｏｏｒｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

767 教室型 東淀川区 ＯＳＡＫＡ　ＡＷＡＪＩ　ＶＡＬＥＮＴＥスポーツサークル

768 教室型 東淀川区 岡村音楽教室

769 教室型 東淀川区 ＯＺＡＫＩダンススタジオ

770 教室型 東淀川区 開成教育セミナー　淡路駅前教室

771 教室型 東淀川区 蟹江ギター教室

772 教室型 東淀川区 関西個別指導学院　上新庄教室

773 教室型 東淀川区 関西メディカルスポーツ学院付属ベースボールジム

774 教室型 東淀川区 学研　上新庄大阪経済大学前教室

775 教室型 東淀川区 学研　豊里あひる教室

776 教室型 東淀川区 学研　ワンハート教室

777 教室型 東淀川区 学習支援型塾ランド大阪

778 教室型 東淀川区 ｃａｎｓｐｅａｋ

779 教室型 東淀川区 京進スクール・ワン　上新庄教室

780 教室型 東淀川区 公文式　淡路教室

781 教室型 東淀川区 公文式　淡路４丁目教室

782 教室型 東淀川区 公文式　井高野中央教室

783 教室型 東淀川区 公文式　上新庄教室

784 教室型 東淀川区 公文式　上新庄北教室

785 教室型 東淀川区 公文式　菅原教室
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786 教室型 東淀川区 公文式　大道南教室

787 教室型 東淀川区 公文式　豊里南教室

788 教室型 東淀川区 公文式　豊新教室

789 教室型 東淀川区 公文式　南江口教室

790 教室型 東淀川区 啓珠会珠算塾

791 教室型 東淀川区 個別学習塾そがべ塾

792 教室型 東淀川区 個別指導学院フリーステップ　淡路駅前教室

793 教室型 東淀川区 個別指導学院フリーステップ　上新庄教室

794 教室型 東淀川区 個別指導キャンパス　淡路校

795 教室型 東淀川区 個別指導キャンパス　井高野校

796 教室型 東淀川区 個別指導キャンパス　瑞光校

797 教室型 東淀川区 個別指導キャンパス　豊里校

798 教室型 東淀川区 個別指導ステップアップ　瑞光教室

799 教室型 東淀川区 ＳＡＫＵ塾ギター教室

800 教室型 東淀川区 ＴＨＥ　ＢＥＳＴ

801 教室型 東淀川区 修優舘　東淀川教室

802 教室型 東淀川区 松陰塾　豊里校

803 教室型 東淀川区 生涯学習道場　（東淀川区）

804 教室型 東淀川区 進学塾ソニックス　駅前本校

805 教室型 東淀川区 進学塾翼（ツバサ）　菅原教室

806 教室型 東淀川区 進学塾翼（ツバサ）　阪急淡路駅前校

807 教室型 東淀川区 進学ゼミナール　上新庄瑞光校

808 教室型 東淀川区 心身統一合氣道　相川教室

809 教室型 東淀川区 Ｇｃｅ英会話　東淀川教室

810 教室型 東淀川区 すぎたにピアノ教室

811 教室型 東淀川区 Ｓｔａｒｂｅｌｌ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　上新庄校

812 教室型 東淀川区 ＳＴＵＤＩＯ　１ＢＲＯＯＤ　西中島南方校

813 教室型 東淀川区 住吉教室

814 教室型 東淀川区 瑞光書研

815 教室型 東淀川区 千一塾

816 教室型 東淀川区 田中ピアノ教室

817 教室型 東淀川区 たのしいパソコンＳＡＫＵ塾　駅前教室

818 教室型 東淀川区 たのしいパソコンＳＡＫＵ塾　菅原教室

819 教室型 東淀川区 ティアラバレエスクール

820 教室型 東淀川区 東洋珠算豊里学院

821 教室型 東淀川区 Ｄｒ．関塾　上新庄校

822 教室型 東淀川区 永井塾

823 教室型 東淀川区 Ｎｅｗｔｏｎ

824 教室型 東淀川区 はなまる学習塾

825 教室型 東淀川区 ひのき学習塾　淡路教室

826 教室型 東淀川区 ビーキャンパス　だいどう豊里教室

827 教室型 東淀川区 フリースクールここ　淡路校【ういるも】

828 教室型 東淀川区 ベースファイブ　豊里教室

829 教室型 東淀川区 Ｂｅｔｈｅｌ進学教室・ベテル進学教室

830 教室型 東淀川区 ベネッセの英語教室　ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　かみしんプラザ

831 教室型 東淀川区 マック英会話教室

832 教室型 東淀川区 ＭＡＫＩゴルフアカデミージュニアゴルフスクール

833 教室型 東淀川区 学びラボ．

834 教室型 東淀川区 宮下英数塾　豊里教室

835 教室型 東淀川区 明光義塾　上新庄教室

836 教室型 東淀川区 明光義塾　豊里教室

837 教室型 東淀川区 有限会社ワック能力開発スクール

838 教室型 東淀川区 優塾

839 教室型 東淀川区 米田美龍書道教室　上新庄教室

840 教室型 東淀川区 ラグビーアカデミーＣａｂａｌｌｅｒｏ（カバジェイロ）　北大阪クラス

841 教室型 東淀川区 龍生塾　ファントム道場

842 教室型 東淀川区 類塾　上新庄教室

843 教室型 東淀川区 ロジックキッズラボ　淡路本部教室

844 教室型 東淀川区 ロジックキッズラボ　かみしん教室

845 教室型 東成区 アップ学習会　今里教室

846 教室型 東成区 アイ・キャン　深江橋校
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847 教室型 東成区 アイ・キャン　緑橋南校

848 教室型 東成区 Ａｆｆｉｎｉｔｙアフィニティー

849 教室型 東成区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪東成深江南校

850 教室型 東成区 ＥＣＣジュニア　大今里１丁目教室

851 教室型 東成区 ＥＣＣジュニア　南中本公園前教室

852 教室型 東成区 イシイ楽器　今里教室

853 教室型 東成区 イングリッシュスポット英会話学校　今里校

854 教室型 東成区 イングリッシュスポット英会話学校　深江校

855 教室型 東成区 上田進学教室

856 教室型 東成区 英語学習教室

857 教室型 東成区 ＳＳＳ進学教室　玉津教室

858 教室型 東成区 学研　玉津３丁目教室

859 教室型 東成区 学研　中本教室

860 教室型 東成区 学研　ぴかぴか英語教室

861 教室型 東成区 極真会館関西総本部　総本部道場

862 教室型 東成区 きたがわ音楽教室

863 教室型 東成区 公文書写　東中本公園教室

864 教室型 東成区 公文式　大今里２丁目教室

865 教室型 東成区 公文式　大今里南教室

866 教室型 東成区 公文式　玉造駅前教室

867 教室型 東成区 公文式　東成中本教室

868 教室型 東成区 公文式　宝栄小前教室

869 教室型 東成区 考学院セミナー

870 教室型 東成区 個別学習塾学遊館

871 教室型 東成区 個別指導Ａｘｉｓ　今里校

872 教室型 東成区 個別指導学院フリーステップ　深江橋教室

873 教室型 東成区 個別指導キャンパス　今里校

874 教室型 東成区 個別指導キャンパス　深江橋校

875 教室型 東成区 個別指導塾トライプラス　緑橋校

876 教室型 東成区 奨学舎

877 教室型 東成区 書の教室

878 教室型 東成区 進学塾ウィン　緑橋校

879 教室型 東成区 進学塾リアライズ

880 教室型 東成区 進学ゼミナール　緑橋校・進ゼミ個別　緑橋校

881 教室型 東成区 自立学習塾ＲＥＤ　玉造教室

882 教室型 東成区 スイスアカデミー　新深江教室

883 教室型 東成区 スクールＩＥ　今里校

884 教室型 東成区 スタディ・１　大今里校

885 教室型 東成区 すてっぷ　大阪本校

886 教室型 東成区 ＴＡＫ特進塾　東小橋校

887 教室型 東成区 髙橋学習塾

888 教室型 東成区 とうごんそろばん教室

889 教室型 東成区 Ｄｒ．関塾　緑橋校

890 教室型 東成区 東成屋内プール　水泳教室・ダンス教室・空手教室

891 教室型 東成区 東成スポーツセンター　ダンス教室・バドミントン教室

892 教室型 東成区 Ｖｉｃｋｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｃｈｏｏｌ・個別学習

893 教室型 東成区 ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　玉造教室

894 教室型 東成区 フリースクール・フォロ

895 教室型 東成区 朋学舎Ｊｕｋｕ

896 教室型 東成区 緑橋卓球場　緑橋卓球教室

897 教室型 東成区 ユリーカ

898 教室型 東成区 陽光アダチボクシングジム

899 教室型 東成区 レッドタイガージム

900 教室型 東成区 レインボー・バスケット英語教室

901 教室型 生野区 アップ学習会　南巽教室

902 教室型 生野区 アスリートトレーニングセンター

903 教室型 生野区 アセント学習塾

904 教室型 生野区 ＩＴＴＯ個別指導学院　生野巽校

905 教室型 生野区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪生野南巽校

906 教室型 生野区 ＥＣＣジュニア　小路東３丁目教室

907 教室型 生野区 ＥＣＣジュニア　田島５丁目教室
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908 教室型 生野区 ＥＣＣジュニア　巽東教室

909 教室型 生野区 ＥＣＣジュニア　巽南教室

910 教室型 生野区 衣料の夢屋（ＤｏＩｔ！ステーション）

911 教室型 生野区 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｊｕｎｇｌｅ英語教室　生野教室

912 教室型 生野区 英和塾

913 教室型 生野区 ＳＳＳ進学教室　北巽教室

914 教室型 生野区 ＳＳＳ進学教室　南巽教室

915 教室型 生野区 ＬＵＴ進学教室ライトアップ　巽校

916 教室型 生野区 大阪市立生野屋内プール　水泳教室・ヒップホップ教室

917 教室型 生野区 大阪市立生野スポーツセンター　ヒップホップ教室・バドミントン教室・バスケットボール教室

918 教室型 生野区 オレゴン英数学院

919 教室型 生野区 開成教育セミナー　北巽教室

920 教室型 生野区 学研　生野東教室

921 教室型 生野区 学研　北巽教室

922 教室型 生野区 学習サポート教室「ＤＯ－ＹＡ」

923 教室型 生野区 学習塾おおさか

924 教室型 生野区 学習塾Ｆｕｋｋｏ

925 教室型 生野区 ガクシン

926 教室型 生野区 公文式　生野小路教室

927 教室型 生野区 公文式　北巽教室

928 教室型 生野区 公文式　新今里教室

929 教室型 生野区 公文式　巽中教室

930 教室型 生野区 公文式　巽東教室

931 教室型 生野区 公文式　巽南教室

932 教室型 生野区 公文式　中川教室

933 教室型 生野区 黒田進学ゼミ

934 教室型 生野区 個別指導学院フリーステップ　北巽教室

935 教室型 生野区 個別指導秀英ゼミナール

936 教室型 生野区 個別指導塾セブンアワーズ　生野教室

937 教室型 生野区 個別指導塾リライアンス

938 教室型 生野区 個別指導スクールＩＥ　北巽駅前校

939 教室型 生野区 コレンテ学習教室

940 教室型 生野区 サイクリング・ジム

941 教室型 生野区 サクセス

942 教室型 生野区 修学館

943 教室型 生野区 進学教室　清進塾

944 教室型 生野区 進学塾アペックス　北巽教室

945 教室型 生野区 進学塾学英舎

946 教室型 生野区 ＪＳＤＰダンスプロジェクト　田島校

947 教室型 生野区 スクールＩＥ　南巽駅前校

948 教室型 生野区 ｓｔｕｄｉｏ　ＭＡＧＧＯＴ

949 教室型 生野区 スマイルプログラミングスクール　生野拠点てんぷら～教室

950 教室型 生野区 ＳＥＩＫＯＵ塾（セイコー塾）

951 教室型 生野区 閃舞館テコンドー教室　（東桃谷支部）

952 教室型 生野区 ゼンオン音楽教室　日の出学園教室

953 教室型 生野区 たきがわゼミナール

954 教室型 生野区 タツミ青雲塾

955 教室型 生野区 津田塾　巽校

956 教室型 生野区 ティーアシスト

957 教室型 生野区 ドレミ音楽スクール　今里教室

958 教室型 生野区 ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　勝山南１丁目教室

959 教室型 生野区 ホリエグループさくら個別進学ゼミ

960 教室型 生野区 民公館コンパス

961 教室型 生野区 明光義塾　北巽教室

962 教室型 生野区 佑学社　生野本部校

963 教室型 旭区 アップ進学ゼミ

964 教室型 旭区 旭屋内プール　水泳教室・ダンス教室・空手教室

965 教室型 旭区 旭スポーツセンター　ダンス教室・バドミントン教室

966 教室型 旭区 アトリエｅｇｇ

967 教室型 旭区 ＩＴＴＯ個別指導学院　旭新森校

968 教室型 旭区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪工大前校
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969 教室型 旭区 ＥＣＣジュニア　新森教室

970 教室型 旭区 ＥＣＣジュニア　高殿６丁目教室

971 教室型 旭区 イトマンスイミングスクール　旭校

972 教室型 旭区 英語フォニックス教室

973 教室型 旭区 エクランピアノスクール

974 教室型 旭区 ＳＳＳ進学教室　（清水駅前教室）

975 教室型 旭区 ＦＣ　Ｌｉｅｎｓ

976 教室型 旭区 解塾

977 教室型 旭区 開成教育セミナー　千林大宮教室

978 教室型 旭区 学習教室宙

979 教室型 旭区 がんばる学園　高殿校

980 教室型 旭区 公文書写　高殿会館教室

981 教室型 旭区 公文式　旭区中宮教室

982 教室型 旭区 公文式　生江教室

983 教室型 旭区 公文式　大宮教室

984 教室型 旭区 公文式　清水教室

985 教室型 旭区 公文式　しんもり教室

986 教室型 旭区 公文式　太子橋教室

987 教室型 旭区 公文式　高殿教室

988 教室型 旭区 公文式　高殿南教室

989 教室型 旭区 公文式　森小路駅前教室

990 教室型 旭区 個別指導学院フリーステップ　森小路駅前教室

991 教室型 旭区 個別指導キャンパス　千林大宮校

992 教室型 旭区 個別指導キャンパス　森小路校

993 教室型 旭区 個別指導塾大教大ゼミ

994 教室型 旭区 個別指導塾ノーバス　千林大宮校

995 教室型 旭区 個別指導ステップアップ　清水教室

996 教室型 旭区 ５－Ｒｅｌａｘ　コンディション・ラボ　ＫＩＴＡＤＡ

997 教室型 旭区 Ｓｕｎｎｙアカデミー

998 教室型 旭区 ＳＵＰＰＯＲＴ　千林清水校

999 教室型 旭区 志塾フリースクール　クロッキオ教室

1000 教室型 旭区 心身統一合氣道　千林教室

1001 教室型 旭区 スクールＩＥ　千林大宮校

1002 教室型 旭区 スタッド学習教室　千林大宮教室

1003 教室型 旭区 ＳＴＡＲ　ＵＰ　旭新森校

1004 教室型 旭区 総合教育進学学習塾志塾　野江校

1005 教室型 旭区 太郎塾

1006 教室型 旭区 Ｄａｎｃｅ　ｓｔｕｄｉｏ　ＥＳＳＥ

1007 教室型 旭区 ＤａｎｃｅＳｔｕｄｉｏ　Ｍ’ｎｄ　Ｗ　ＡＳＡＨＩスタジオ

1008 教室型 旭区 ＴＥＡＭ－Ｋ

1009 教室型 旭区 ＴＥＮ－ＯＮ音楽教室

1010 教室型 旭区 トライプラス　千林大宮駅前校

1011 教室型 旭区 Ｄｒ．関塾　高殿校

1012 教室型 旭区 中宮道場学習教室　そろばん（大阪山本速算会　中宮道場）

1013 教室型 旭区 フジハナ音楽制作ベースレッスン

1014 教室型 旭区 フル・マインド学習塾　新森校

1015 教室型 旭区 勉強部屋

1016 教室型 旭区 松井ピアノ教室

1017 教室型 旭区 森田塾

1018 教室型 旭区 ユナイテッド平野　陸上教室　旭校

1019 教室型 城東区 アップ学習会　蒲生四丁目教室

1020 教室型 城東区 アップ学習会　関目教室

1021 教室型 城東区 あおいゼミナール

1022 教室型 城東区 有田ピアノ教室

1023 教室型 城東区 アルカディア数学教室

1024 教室型 城東区 アンビシャス城東スクール　鯰江教室

1025 教室型 城東区 ＥＣＣジュニア　ウィズパークス大阪教室

1026 教室型 城東区 ＥＣＣジュニア　鴫野西教室

1027 教室型 城東区 ＥＣＣジュニア　関目すみれ教室

1028 教室型 城東区 ＥＣＣジュニア　西関目公園前教室

1029 教室型 城東区 ＥＣＣジュニア　東中浜３丁目教室
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1030 教室型 城東区 ＥＣＣジュニアＢＳ　放出小学校前教室

1031 教室型 城東区 ＥＣＣベストワン　今福鶴見校

1032 教室型 城東区 イング　鴫野校

1033 教室型 城東区 イング　信光学院校

1034 教室型 城東区 ＡＢＣ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｃｌａｓｓ！！　新喜多東校

1035 教室型 城東区 ＡＢＣ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｃｌａｓｓ！！　鴫野校

1036 教室型 城東区 ＳＳＳ進学教室　（今福鶴見校）

1037 教室型 城東区 ＳＳＳ進学教室　（城東古市校）

1038 教室型 城東区 エルマーノサッカークラブ

1039 教室型 城東区 鴎州塾　蒲生校

1040 教室型 城東区 大阪市立城東屋内プール　水泳教室・ヒップホップ教室・空手教室

1041 教室型 城東区 大阪中央学院

1042 教室型 城東区 音楽寺子屋

1043 教室型 城東区 開成教育セミナー　蒲生教室

1044 教室型 城東区 開成教育セミナー　深江橋教室

1045 教室型 城東区 開智総合学院　今福教室

1046 教室型 城東区 開智総合学院　関目教室

1047 教室型 城東区 開智総合学院　高殿教室

1048 教室型 城東区 関西教育アカデミー　今福東校

1049 教室型 城東区 学研　しぎの教室

1050 教室型 城東区 学研　関目３丁目教室

1051 教室型 城東区 ガーデンズ・アカデミー　蒲生本校

1052 教室型 城東区 学習塾アチーブメント　蒲生教室

1053 教室型 城東区 学習塾ｆａｉｔｈふぇいす

1054 教室型 城東区 学力増進研究会（学進会）

1055 教室型 城東区 京進スクール・ワン　野江教室

1056 教室型 城東区 熊田書道教室

1057 教室型 城東区 公文　古市すみれ書写教室

1058 教室型 城東区 公文式　今福西２丁目教室

1059 教室型 城東区 公文式　今福東教室

1060 教室型 城東区 公文式　鴫野朝日橋教室

1061 教室型 城東区 公文式　鴫野東教室

1062 教室型 城東区 公文式　城東榎並

1063 教室型 城東区 公文式　城東永田教室

1064 教室型 城東区 公文式　関目今福教室

1065 教室型 城東区 公文式　関目教室

1066 教室型 城東区 公文式　関目北教室

1067 教室型 城東区 公文式　なかはま教室

1068 教室型 城東区 公文式　野江駅前教室

1069 教室型 城東区 公文式　放出西教室

1070 教室型 城東区 公文式　東中浜教室

1071 教室型 城東区 公文式　深江橋駅前教室

1072 教室型 城東区 公文式　古市教室

1073 教室型 城東区 剣正道場

1074 教室型 城東区 元気塾

1075 教室型 城東区 幸進学院　放出西校

1076 教室型 城東区 幸進学院　東中浜校

1077 教室型 城東区 個別学習シンクワン

1078 教室型 城東区 個別教室のトライ　蒲生四丁目駅前校

1079 教室型 城東区 個別指導ＥＶＩＣＳ

1080 教室型 城東区 個別指導学院フリーステップ　今福鶴見教室

1081 教室型 城東区 個別指導学院フリーステップ　蒲生教室

1082 教室型 城東区 個別指導キャンパス　蒲生４丁目校

1083 教室型 城東区 個別指導キャンパス　鴫野校

1084 教室型 城東区 個別指導キャンパス　関目校

1085 教室型 城東区 個別指導キャンパス　野江校

1086 教室型 城東区 個別指導キャンパス　緑橋校

1087 教室型 城東区 個別指導塾スタンダード　緑橋教室

1088 教室型 城東区 個別指導塾ノーバス　蒲生四丁目校

1089 教室型 城東区 個別指導スクールＩＥ　緑橋校

1090 教室型 城東区 個別指導ＺＥＲＯ塾
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1091 教室型 城東区 コンパス進学セミナー

1092 教室型 城東区 修優舘　関目教室

1093 教室型 城東区 書道教室優

1094 教室型 城東区 進学＆補講シナツ学習塾

1095 教室型 城東区 進学教室賢進館

1096 教室型 城東区 進学塾深江学院　諏訪校

1097 教室型 城東区 進学塾Ｒｅｘ　城東今福教室

1098 教室型 城東区 進学塾Ｒｅｘ　城東古市教室

1099 教室型 城東区 進学スクールステップ１

1100 教室型 城東区 進学ゼミナール　蒲生四丁目駅前校

1101 教室型 城東区 進学ゼミナール　放出校

1102 教室型 城東区 新極真会　大阪北支部野上道場

1103 教室型 城東区 ＪＤＡＣダンススクール　大阪野江本校

1104 教室型 城東区 城東学院

1105 教室型 城東区 城南コベッツ　城東野江教室

1106 教室型 城東区 末広珠算教場

1107 教室型 城東区 スクールＩＥ　蒲生四丁目校

1108 教室型 城東区 スクールＩＥ　鴫野校

1109 教室型 城東区 スクールＺＥＮＯ

1110 教室型 城東区 Ｓｑｕｉｒｒｅｌ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｒｔ　Ｃｌａｓｓ

1111 教室型 城東区 スタッド　関目今福西教室

1112 教室型 城東区 Ｓｔｕｄｉｏｕｓ－Ｌａｂ

1113 教室型 城東区 ステップアウトダンススタジオ

1114 教室型 城東区 ＳＰＥＣ

1115 教室型 城東区 墨の和

1116 教室型 城東区 関目卓球場

1117 教室型 城東区 創研学院　関目校

1118 教室型 城東区 第一ゼミナール　城東校

1119 教室型 城東区 津田ベース教室

1120 教室型 城東区 ＴＫＥ個別指導学院

1121 教室型 城東区 テニススクール・ノア大阪深江橋校

1122 教室型 城東区 寺子屋塾

1123 教室型 城東区 トーマス・イングリッシュ

1124 教室型 城東区 トライプラス　関目駅前校

1125 教室型 城東区 Ｄｒ．関塾　蒲生校

1126 教室型 城東区 Ｄｒ．関塾　野江校

1127 教室型 城東区 ハーモニーミュージックスクール

1128 教室型 城東区 麦々舎長谷川塾

1129 教室型 城東区 Ｖａｂｂｏベースボールクラブ　大阪城東教室

1130 教室型 城東区 パソコンくらぶＡＣ－ＨＡＲＢＯＲ

1131 教室型 城東区 ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　今福西３丁目教室

1132 教室型 城東区 深江学院　野江校

1133 教室型 城東区 深江学院　本部校

1134 教室型 城東区 ベネッセの英語教室　ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　今福ファミリータウンプラザ

1135 教室型 城東区 堀田塾

1136 教室型 城東区 ミシン工房六花

1137 教室型 城東区 宮塾

1138 教室型 城東区 明光義塾　蒲生教室

1139 教室型 城東区 明光義塾　鴫野教室

1140 教室型 城東区 めばえピアノ教室

1141 教室型 城東区 木工教室ＢＡＳＥ－ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ－

1142 教室型 城東区 野球教室ＫＡＺＺ

1143 教室型 城東区 柳澤学習教室

1144 教室型 城東区 悠塾

1145 教室型 城東区 Ｌｉｂｇｏｏイングリッシュアカデミー

1146 教室型 城東区 わかばパソコン教室

1147 教室型 城東区 早稲田育英ゼミナール　中浜教室

1148 教室型 鶴見区 アップ学習会　鶴見教室

1149 教室型 鶴見区 アップルイングリッシュクラブ

1150 教室型 鶴見区 アーク進学会　鶴見徳庵校

1151 教室型 鶴見区 あおぞら塾
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1152 教室型 鶴見区 暁塾　鶴見教室

1153 教室型 鶴見区 あゆみ音楽教室

1154 教室型 鶴見区 ＥＣＣジュニア　茨田大宮教室

1155 教室型 鶴見区 ＥＣＣジュニア　横堤駅前教室

1156 教室型 鶴見区 イング　鶴見校

1157 教室型 鶴見区 イング　鶴見みどり校

1158 教室型 鶴見区 ＥｎｇｌｉｓｈＪｕｎｇｌｅ英語教室　鶴見教室

1159 教室型 鶴見区 ＳＳＳ進学教室　とくあん教室

1160 教室型 鶴見区 ＳＳＳ進学教室　放出教室

1161 教室型 鶴見区 鴎州塾　横堤校

1162 教室型 鶴見区 開智総合学院　今津教室

1163 教室型 鶴見区 開智総合学院　諸口教室

1164 教室型 鶴見区 関西個別指導学院　今福鶴見教室

1165 教室型 鶴見区 学習塾ＳｅｅＤ

1166 教室型 鶴見区 学習塾リードオフ

1167 教室型 鶴見区 Ｃａｔ’ｓＥｎｇｌｉｓｈＳｃｈｏｏｌ

1168 教室型 鶴見区 公文　放出会館書写教室

1169 教室型 鶴見区 公文式　今津南教室

1170 教室型 鶴見区 公文式　グリーンビューつるみ教室

1171 教室型 鶴見区 公文式　鶴見区役所西教室

1172 教室型 鶴見区 公文式　鶴見南教室

1173 教室型 鶴見区 公文式　徳庵今津教室

1174 教室型 鶴見区 公文式　放出駅前教室

1175 教室型 鶴見区 公文式　茨田北教室

1176 教室型 鶴見区 公文式　茨田西教室

1177 教室型 鶴見区 公文式　茨田南教室

1178 教室型 鶴見区 公文式　諸口教室

1179 教室型 鶴見区 公文式　焼野教室

1180 教室型 鶴見区 公文式　横堤教室

1181 教室型 鶴見区 クラージュ・アイ　クリエイティブ　鶴見教室

1182 教室型 鶴見区 敬光学院

1183 教室型 鶴見区 弘昌堂音楽教室

1184 教室型 鶴見区 幸進学院　今津校

1185 教室型 鶴見区 幸進学院　放出本部校

1186 教室型 鶴見区 幸進学院　諸口本部校

1187 教室型 鶴見区 個人別指導塾ブレーン　今福鶴見校

1188 教室型 鶴見区 個別指導ＫＡＩＣＡ

1189 教室型 鶴見区 個別指導学院フリーステップ　門真南教室

1190 教室型 鶴見区 個別指導学院フリーステップ　放出駅前教室

1191 教室型 鶴見区 個別指導キャンパス　鶴見本部校

1192 教室型 鶴見区 個別指導キャンパス　放出校

1193 教室型 鶴見区 個別指導キャンパス　諸口校

1194 教室型 鶴見区 個別指導鶴見塾

1195 教室型 鶴見区 修優舘　鶴見教室

1196 教室型 鶴見区 シナジー進学教室

1197 教室型 鶴見区 進学ゼミナール　鶴見校

1198 教室型 鶴見区 進研ゼミ個別指導教室　今福鶴見教室

1199 教室型 鶴見区 自立学習支援塾創学習会

1200 教室型 鶴見区 スイミングスクール　ビッグ・エス鶴見

1201 教室型 鶴見区 スタジオメロディ

1202 教室型 鶴見区 成上館　鶴見諸口校

1203 教室型 鶴見区 セイハ英語学院　イオンモール鶴見緑地教室

1204 教室型 鶴見区 創学習会　＋（プラス）

1205 教室型 鶴見区 総合格闘技教室　ＴｅａｍＫＩＺＵＮＡ

1206 教室型 鶴見区 泰斗学院　茨田校

1207 教室型 鶴見区 第一ゼミナール　鶴見校

1208 教室型 鶴見区 第一ゼミナール　放出校

1209 教室型 鶴見区 Ｃｈａｂｏアカデミー

1210 教室型 鶴見区 鎮西書道教室

1211 教室型 鶴見区 堤下学習塾

1212 教室型 鶴見区 鶴見学習院
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1213 教室型 鶴見区 橋崎学習塾

1214 教室型 鶴見区 ハナテンパソコンスクール

1215 教室型 鶴見区 ビーキャンパス　緑教室

1216 教室型 鶴見区 フレンズ英会話

1217 教室型 鶴見区 ベースファイブ　今津教室

1218 教室型 鶴見区 ＭＡＣ・茨田学院

1219 教室型 鶴見区 松本ピアノ教室

1220 教室型 鶴見区 ミサ・ミュージカル・スタジオ

1221 教室型 鶴見区 美幸学院

1222 教室型 鶴見区 明光義塾　鶴見教室

1223 教室型 鶴見区 明光義塾　放出教室

1224 教室型 鶴見区 明光義塾　緑地公園教室

1225 教室型 鶴見区 元木珠算教場

1226 教室型 鶴見区 野球塾ＲＩＳＥ

1227 教室型 鶴見区 ヤマハ音楽教室／ヤマハ英語教室　グリーンビューつるみ

1228 教室型 鶴見区 ユナイテッド平野　陸上教室　鶴見校

1229 教室型 鶴見区 ユニバ進学教室　放出東校

1230 教室型 鶴見区 吉田塾

1231 教室型 鶴見区 ライツテコンドークラブ・ライツ語学スクール

1232 教室型 鶴見区 類塾　鶴見教室

1233 教室型 鶴見区 Ｙスクール

1234 教室型 阿倍野区 アップ学習会　昭和町教室

1235 教室型 阿倍野区 アップ学習会　文の里教室

1236 教室型 阿倍野区 アーク進学会　阿倍野校

1237 教室型 阿倍野区 アートリンガル外語学院　西田辺校

1238 教室型 阿倍野区 アサイコンピュータスクール

1239 教室型 阿倍野区 足立音楽教室

1240 教室型 阿倍野区 アベノＭＴＰ

1241 教室型 阿倍野区 阿倍野塾

1242 教室型 阿倍野区 アルフィーＥｎｇｌｉｓｈ

1243 教室型 阿倍野区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪阿倍野松虫校

1244 教室型 阿倍野区 ＥＣＣ外語学院　天王寺校

1245 教室型 阿倍野区 ＥＣＣジュニア　晴明通教室

1246 教室型 阿倍野区 ＥＣＣジュニア　寺田町西教室

1247 教室型 阿倍野区 ＥＣＣジュニア　天王寺町北教室

1248 教室型 阿倍野区 ＥＣＣジュニア　松虫教室

1249 教室型 阿倍野区 イングリッシュワールド　天王寺校

1250 教室型 阿倍野区 うえまつ理数学館

1251 教室型 阿倍野区 英会話イーオン　天王寺校

1252 教室型 阿倍野区 栄光学院　大阪校　天王寺ゼミ

1253 教室型 阿倍野区 ＳＳＳ進学教室　文の里教室

1254 教室型 阿倍野区 大村塾

1255 教室型 阿倍野区 開成教育セミナー　阿倍野教室

1256 教室型 阿倍野区 開成教育セミナー　西田辺本校教室

1257 教室型 阿倍野区 加納塾

1258 教室型 阿倍野区 株式会社分部塾

1259 教室型 阿倍野区 関西個別指導学院　天王寺教室

1260 教室型 阿倍野区 学研教室　天王寺町北教室

1261 教室型 阿倍野区 学研のびのび教室

1262 教室型 阿倍野区 京進スクール・ワン　西田辺教室

1263 教室型 阿倍野区 木村塾

1264 教室型 阿倍野区 公文式　相生通教室

1265 教室型 阿倍野区 公文式　阿部野橋駅前教室

1266 教室型 阿倍野区 公文式　昭和町駅前教室

1267 教室型 阿倍野区 公文式　長池西教室

1268 教室型 阿倍野区 公文式　苗代教室

1269 教室型 阿倍野区 公文式　西田辺教室

1270 教室型 阿倍野区 公文式　播磨町教室

1271 教室型 阿倍野区 公文式　阪南小学校前教室

1272 教室型 阿倍野区 公文式　松崎西教室

1273 教室型 阿倍野区 Ｋ９　ｍｕｓｉｃ　ｓｃｈｏｏｌ　阿倍野
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1274 教室型 阿倍野区 Ｋ　Ａｂａｃｕｓ速算　晴明丘教室

1275 教室型 阿倍野区 Ｋ　Ａｂａｃｕｓ速算教室

1276 教室型 阿倍野区 個別学習マイプレイス　西田辺校

1277 教室型 阿倍野区 個別教室のトライ　天王寺駅前校

1278 教室型 阿倍野区 個別指導学院フリーステップ　阿倍野教室

1279 教室型 阿倍野区 個別指導学院フリーステップ　西田辺教室

1280 教室型 阿倍野区 個別指導キャンパス　昭和町校

1281 教室型 阿倍野区 個別指導キャンパス　西田辺校

1282 教室型 阿倍野区 個別指導塾ＰＡＬ

1283 教室型 阿倍野区 個別指導塾ロジック

1284 教室型 阿倍野区 Ｃｏｍ’ｓＡｃａｄｅｍｙ　昭和町教室

1285 教室型 阿倍野区 サンシャインキッズ　阿倍野校

1286 教室型 阿倍野区 三明進学塾

1287 教室型 阿倍野区 しぶや個別指導塾

1288 教室型 阿倍野区 進学塾ぐろーえる　阿倍野校

1289 教室型 阿倍野区 進学塾ＨＩＴＳ　天王寺校

1290 教室型 阿倍野区 進学塾Ｒｅｘ　帝塚山教室

1291 教室型 阿倍野区 伸学セミナー　晴明教室

1292 教室型 阿倍野区 心輝会空手　晴明丘会館教室

1293 教室型 阿倍野区 心輝会空手　常盤カラテスクール

1294 教室型 阿倍野区 心輝会空手道場　むつみ幼稚園教室

1295 教室型 阿倍野区 スポーツクラブＮＡＳあべの　キッズスクール

1296 教室型 阿倍野区 ゼンオン音楽教室　鶴ヶ丘幼稚園教室

1297 教室型 阿倍野区 全真会館

1298 教室型 阿倍野区 創研学院　阿倍野校

1299 教室型 阿倍野区 Ｓｏｐｈｉａ　天王寺教室

1300 教室型 阿倍野区 第一ゼミナール　阿倍野校

1301 教室型 阿倍野区 第一ゼミナール　西田辺校

1302 教室型 阿倍野区 月待卓球場

1303 教室型 阿倍野区 ときわ珠算会

1304 教室型 阿倍野区 トライプラス　西田辺校

1305 教室型 阿倍野区 発達障害の子どもたちのための教室ＮＯＷ（ナウ）

1306 教室型 阿倍野区 Ｈｉ！　Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｋｉｄｓ

1307 教室型 阿倍野区 パソコン市民ＩＴ講座　西田辺教室

1308 教室型 阿倍野区 パソコン市民講座　イトーヨーカドーあべの教室

1309 教室型 阿倍野区 飛翔塾

1310 教室型 阿倍野区 ヒルトップ　イトーヨーカドーあべの教室

1311 教室型 阿倍野区 ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　播磨町１丁目教室

1312 教室型 阿倍野区 ＰＴＣスクール　阿倍野教室

1313 教室型 阿倍野区 ＰＴＣスクール　昭和町教室

1314 教室型 阿倍野区 ＰＴＣスクール　帝塚山教室

1315 教室型 阿倍野区 ファロス個別指導学院　阿倍野教室

1316 教室型 阿倍野区 フリースクール・キャリアスクール「ラキャボ！」

1317 教室型 阿倍野区 ベネッセの英語教室　ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　あべのキューズモールプラザ

1318 教室型 阿倍野区 松村研修塾

1319 教室型 阿倍野区 南浦音楽教室

1320 教室型 阿倍野区 みんなのジュニアパソコン＆プログラミング教室　西田辺教室

1321 教室型 阿倍野区 みんなのプログラミング教室　ロボプロ夢道場　西田辺教室

1322 教室型 阿倍野区 明光義塾　あべの美章園教室

1323 教室型 阿倍野区 明光ゼミナール

1324 教室型 阿倍野区 佑学社　阿倍野校

1325 教室型 阿倍野区 ユナイテッド平野　陸上教室　長池校

1326 教室型 阿倍野区 リトルウィング

1327 教室型 阿倍野区 類塾　天王寺駅前教室

1328 教室型 住之江区 アップ学習会　北加賀屋教室

1329 教室型 住之江区 アップ学習会　新北島教室

1330 教室型 住之江区 アップ学習会　住之江教室

1331 教室型 住之江区 アルクＫｉｄｄｙＣＡＴ英語教室　南港校／はとの教室

1332 教室型 住之江区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪北加賀屋校

1333 教室型 住之江区 ＩＴＴＯ個別指導学院　大阪粉浜校

1334 教室型 住之江区 ＥＣＣジュニア　北粉浜教室
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1335 教室型 住之江区 ＥＣＣジュニア　新北島７丁目教室

1336 教室型 住之江区 ＥＣＣジュニア　住吉大社駅前教室

1337 教室型 住之江区 ＥＣＣジュニア　西住之江教室

1338 教室型 住之江区 ＥＣＣジュニア　花の町教室

1339 教室型 住之江区 ＥＣＣジュニア　御崎５丁目教室

1340 教室型 住之江区 池本柔道場

1341 教室型 住之江区 いずみ文化教室

1342 教室型 住之江区 イング　住之江公園校

1343 教室型 住之江区 ｗｅｌｌ　モリタテニススクール　住之江

1344 教室型 住之江区 魚本流空手拳法　ガーデン教室

1345 教室型 住之江区 魚本流空手拳法　しらなみ教室

1346 教室型 住之江区 魚本流空手拳法　中加賀屋教室

1347 教室型 住之江区 魚本流空手拳法　花の町教室

1348 教室型 住之江区 Ａ－ｎｅｓｔ

1349 教室型 住之江区 大阪はんぐる教室

1350 教室型 住之江区 岡本塾

1351 教室型 住之江区 開成教育セミナー　住之江駅前教室

1352 教室型 住之江区 開成教育セミナー　住吉教室

1353 教室型 住之江区 開成教育セミナー　南港ポートタウン教室

1354 教室型 住之江区 関西楽器　住之江店　音楽教室

1355 教室型 住之江区 関ゼミ進学塾

1356 教室型 住之江区 学研　加賀屋教室

1357 教室型 住之江区 学研　新北島教室

1358 教室型 住之江区 学研　東加賀屋教室

1359 教室型 住之江区 学研スクエア　住之江ショッピングプラザ教室

1360 教室型 住之江区 学習塾リアライズ

1361 教室型 住之江区 極真会館　住之江道場

1362 教室型 住之江区 キッズプログラミングスクール８×９（ハック）　ＡＴＣ校

1363 教室型 住之江区 公文式　ガーデンハイツ教室

1364 教室型 住之江区 公文式　北加賀屋駅前教室

1365 教室型 住之江区 公文式　北粉浜教室

1366 教室型 住之江区 公文式　コスモスクエア教室

1367 教室型 住之江区 公文式　粉浜教室

1368 教室型 住之江区 公文式　新北島教室

1369 教室型 住之江区 公文式　住之江駅前教室

1370 教室型 住之江区 公文式　住之江公園教室

1371 教室型 住之江区 公文式　住吉川小前教室

1372 教室型 住之江区 公文式　平林南教室

1373 教室型 住之江区 公文式　みさき教室

1374 教室型 住之江区 黒田静蘭書道教室

1375 教室型 住之江区 ＧＲＡＦＦＹ　ＤＡＮＣＥ　ＳＣＨＯＯＬ

1376 教室型 住之江区 晃哲會下川道場

1377 教室型 住之江区 個別指導学院フリーステップ　住之江駅前教室

1378 教室型 住之江区 個別指導学院フリーステップ　住吉教室

1379 教室型 住之江区 個別指導学院フリーステップ　南港ポートタウン教室

1380 教室型 住之江区 個別指導キャンパス　加賀屋校

1381 教室型 住之江区 個別指導キャンパス　粉浜駅前校

1382 教室型 住之江区 個別指導キャンパス　住之江公園校

1383 教室型 住之江区 個別指導スタディスペース

1384 教室型 住之江区 秀英ゼミナール　玉出校

1385 教室型 住之江区 秀英ゼミナール　南港教室

1386 教室型 住之江区 シュライカー大阪フットサルスクール　スミノエ本校

1387 教室型 住之江区 進学塾Ｒｅｘ　加賀屋教室

1388 教室型 住之江区 心輝会　住之江教室

1389 教室型 住之江区 ＧＸＡ野球教室　大阪・住之江校

1390 教室型 住之江区 ＧＸＡラグビー教室　大阪・住之江校

1391 教室型 住之江区 ＳＫＹコンピュータスクール

1392 教室型 住之江区 スクールＩＥ　玉出駅前校

1393 教室型 住之江区 住塾

1394 教室型 住之江区 住之江いずみ学習塾

1395 教室型 住之江区 住之江屋内プール　ジュニア水泳教室・選手コース
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1396 教室型 住之江区 住之江教室

1397 教室型 住之江区 創心館　住之江校

1398 教室型 住之江区 タナセン教室

1399 教室型 住之江区 第一ゼミナール　住吉浜口校

1400 教室型 住之江区 トーラス　住之江公園教室

1401 教室型 住之江区 西川ゼミナール

1402 教室型 住之江区 ネオ・テニスプラザ　住之江

1403 教室型 住之江区 林塾

1404 教室型 住之江区 ハラダボクシングジム

1405 教室型 住之江区 ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　ポートタウン教室

1406 教室型 住之江区 Ｂｅｓｔ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ

1407 教室型 住之江区 武蔵ゼミナール

1408 教室型 住之江区 村下塾

1409 教室型 住之江区 明光義塾　住之江浜口教室

1410 教室型 住之江区 湧伸塾

1411 教室型 住之江区 ラーンメイト　すみのえ教室

1412 教室型 住之江区 Ｌｕｖｒｏｃｋ　ｂｏｕｌｄｅｒｉｎｇ　Ｓｐｏｔ　キッズラボ

1413 教室型 住吉区 アップ学習会　あびこ教室

1414 教室型 住吉区 アップ学習会　沢ノ町教室

1415 教室型 住吉区 アップ学習会　ＪＲあびこ町教室

1416 教室型 住吉区 アップル・ゼミ

1417 教室型 住吉区 アートリンガル外語学院　あびこ校

1418 教室型 住吉区 アーユーグローバル

1419 教室型 住吉区 ＩＣＮ英会話スクール

1420 教室型 住吉区 ＩＴＴＯ個別指導学院　苅田校

1421 教室型 住吉区 ＥＣＣ外語学院　我孫子校

1422 教室型 住吉区 ＥＣＣジュニア　苅田６丁目教室

1423 教室型 住吉区 ＥＣＣジュニア　墨江１丁目教室

1424 教室型 住吉区 ＥＣＣジュニア　墨江４丁目教室

1425 教室型 住吉区 ＥＣＣジュニア　大領４丁目教室

1426 教室型 住吉区 ＥＣＣジュニア　長居駅前教室

1427 教室型 住吉区 石田塾

1428 教室型 住吉区 英数塾

1429 教室型 住吉区 大依羅学習塾「彩芽」

1430 教室型 住吉区 開成教育セミナー　長居教室

1431 教室型 住吉区 家庭教師の帝塚山　個別指導教室

1432 教室型 住吉区 関西楽器音楽教室

1433 教室型 住吉区 学研　あびこ教室

1434 教室型 住吉区 学研　我孫子教室

1435 教室型 住吉区 学研　沢ノ町教室

1436 教室型 住吉区 学研くりもと教室

1437 教室型 住吉区 学習教室ハイブリッド

1438 教室型 住吉区 学習塾ペガサス　住吉墨江教室

1439 教室型 住吉区 学習塾楽塾

1440 教室型 住吉区 がんばる学園　清水丘校

1441 教室型 住吉区 教室・楽工房

1442 教室型 住吉区 公文式　あびこ５丁目教室

1443 教室型 住吉区 公文式　我孫子西教室

1444 教室型 住吉区 公文式　苅田北教室

1445 教室型 住吉区 公文式　苅田南教室

1446 教室型 住吉区 公文式　清水丘教室

1447 教室型 住吉区 公文式　大領教室

1448 教室型 住吉区 公文式　帝塚山西教室

1449 教室型 住吉区 公文式　帝塚山東教室

1450 教室型 住吉区 公文式　長居教室

1451 教室型 住吉区 公文式　長居公園教室

1452 教室型 住吉区 公文式　万代教室

1453 教室型 住吉区 公文式　南住吉２丁目教室

1454 教室型 住吉区 国際空手道連盟　総本部　極真会館手塚グループ　大阪中央本部住吉支部道場

1455 教室型 住吉区 個別学習プレップ　沢ノ町教室

1456 教室型 住吉区 個別教室のトライ　あびこ駅前校
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1457 教室型 住吉区 個別指導　光翔ゼミナール

1458 教室型 住吉区 個別指導学院フリーステップ　あびこ教室

1459 教室型 住吉区 個別指導学院フリーステップ　沢之町教室

1460 教室型 住吉区 個別指導キャンパス　あびこ校

1461 教室型 住吉区 個別指導キャンパス　我孫子前校

1462 教室型 住吉区 個別指導キャンパス　長居校

1463 教室型 住吉区 個別指導塾スタンダード　我孫子教室

1464 教室型 住吉区 個別指導塾ノーバス　大阪あびこ校

1465 教室型 住吉区 個別指導スタラボ

1466 教室型 住吉区 個別指導ペガサス　よさみ教室

1467 教室型 住吉区 個別指導Ｗａｍ　あびこ校

1468 教室型 住吉区 ｋｏｎｋｅｎ

1469 教室型 住吉区 さくら個別学習会　あびこ校

1470 教室型 住吉区 Ｓｏｍｅｄａｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

1471 教室型 住吉区 Ｓｏｍｅｄａｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　長居校

1472 教室型 住吉区 書道教室墨庵　大領教室

1473 教室型 住吉区 進学塾ぐろーえる　住吉校

1474 教室型 住吉区 進学塾Ｒｅｘ　我孫子教室

1475 教室型 住吉区 進学塾Ｒｅｘ　沢ノ町教室

1476 教室型 住吉区 心輝会空手　粉浜駅前教室

1477 教室型 住吉区 新進学習教室

1478 教室型 住吉区 城南コベッツ　長居公園通教室

1479 教室型 住吉区 数学塾ガウス

1480 教室型 住吉区 杉の子書写研究会　あびこ教室

1481 教室型 住吉区 スクールＩＥ　帝塚山校

1482 教室型 住吉区 スクールオブリビングウォーター

1483 教室型 住吉区 ＳＴＡＲ　ＵＰ　長居校

1484 教室型 住吉区 墨江丘ダンスクラブ

1485 教室型 住吉区 住吉塾

1486 教室型 住吉区 住吉武道館武道教室

1487 教室型 住吉区 セルモ長居教室

1488 教室型 住吉区 創心館　あびこ校

1489 教室型 住吉区 創心館　住吉本部校

1490 教室型 住吉区 辰巳塾

1491 教室型 住吉区 ＤａｎｃｅＳｔｕｄｉｏ　Ｍ’ｎｄ　Ｗ　ＳＵＭＩＹＯＳＨＩスタジオ

1492 教室型 住吉区 陶房昴

1493 教室型 住吉区 ＴＯＰｉＡ　長居校

1494 教室型 住吉区 トライプラス　沢ノ町校

1495 教室型 住吉区 Ｄｒ．関塾　杉本町駅前校

1496 教室型 住吉区 長居珠算学校

1497 教室型 住吉区 日本空手道　練真館

1498 教室型 住吉区 望塾

1499 教室型 住吉区 発達サポートセンターＣＵＲＥ　ＬＡＢ

1500 教室型 住吉区 バレッドキッズ　帝塚山教室

1501 教室型 住吉区 平川塾

1502 教室型 住吉区 フィーフィー中国語スクール

1503 教室型 住吉区 墨庵

1504 教室型 住吉区 宮島総合学習センター

1505 教室型 住吉区 六島ボクシングジム

1506 教室型 住吉区 明光義塾　あびこ教室

1507 教室型 住吉区 明光義塾　帝塚山教室

1508 教室型 住吉区 明光ゼミナール

1509 教室型 住吉区 野球専門トレーニング教室

1510 教室型 住吉区 両道会空手　長居教室

1511 教室型 住吉区 両道会空手　南住吉教室

1512 教室型 住吉区 ろーたす

1513 教室型 住吉区 ローランド・ミュージック・スクール　帝塚山教室

1514 教室型 住吉区 倭太鼓飛龍

1515 教室型 東住吉区 アットスクール　東住吉キッズなー教室

1516 教室型 東住吉区 アップ学習会　桜カレッジ長居校

1517 教室型 東住吉区 アップ学習会　田辺駅前教室
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1518 教室型 東住吉区 アイオライトＶｉａ

1519 教室型 東住吉区 ＩＴＴＯ個別指導学院　桑津校

1520 教室型 東住吉区 ＩＴＴＯ個別指導学院　南田辺コノミヤ校

1521 教室型 東住吉区 伊藤塾

1522 教室型 東住吉区 今井塾

1523 教室型 東住吉区 ＡＳＧジュニオール

1524 教室型 東住吉区 Ｎ・Ａｃａｄｅｍｙ

1525 教室型 東住吉区 ＮＦＣ大阪

1526 教室型 東住吉区 快適学習塾ＥＸｐｅｒｉｅｎｃｅ　駒川中野教室

1527 教室型 東住吉区 ＣＡＯＳ　ＦＵＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ

1528 教室型 東住吉区 加藤塾

1529 教室型 東住吉区 学研ＣＡＩスクールＳｔｕｄｙＦｕｎ　駒川中野駅前本部校

1530 教室型 東住吉区 学習支援・ソーシャルスキル学習　Ｍｏｒｉｔｔｉ

1531 教室型 東住吉区 ガリレオ倶楽部

1532 教室型 東住吉区 杭全塾

1533 教室型 東住吉区 公文式　今川教室

1534 教室型 東住吉区 公文式　大塚町教室

1535 教室型 東住吉区 公文式　桑津教室

1536 教室型 東住吉区 公文式　駒川公園前教室

1537 教室型 東住吉区 公文式　田辺教室

1538 教室型 東住吉区 公文式　針中野東田辺教室

1539 教室型 東住吉区 公文式　東住吉白鷺教室

1540 教室型 東住吉区 公文式　南百済教室

1541 教室型 東住吉区 公文式　南田辺教室

1542 教室型 東住吉区 公文式　矢田駅前東教室

1543 教室型 東住吉区 個別指導キャンパス　北田辺校

1544 教室型 東住吉区 個別指導キャンパス　近鉄矢田校

1545 教室型 東住吉区 個別指導キャンパス　針中野校

1546 教室型 東住吉区 個別指導キャンパス　東田辺校

1547 教室型 東住吉区 駒川中野学習会

1548 教室型 東住吉区 Ｓｈｉｎｙ　Ｓｈｉｎｙ

1549 教室型 東住吉区 Ｃｓ－１

1550 教室型 東住吉区 進学塾ｉｓｍ　白鷺進学教室

1551 教室型 東住吉区 進学塾ｉｓｍ　中野進学教室

1552 教室型 東住吉区 進学塾ｉｓｍ　東住吉進学教室

1553 教室型 東住吉区 進学塾Ｒｅｘ　今川教室

1554 教室型 東住吉区 心輝会空手道場　総本部

1555 教室型 東住吉区 スクールＩＥ　今川校

1556 教室型 東住吉区 スクールＩＥ　針中野校

1557 教室型 東住吉区 スタッド　田辺教室

1558 教室型 東住吉区 スミ塾

1559 教室型 東住吉区 ゼンオン音楽教室　育和白鷺今林園教室

1560 教室型 東住吉区 ゼンオン音楽教室　育和白鷺杭全園教室

1561 教室型 東住吉区 総合個別塾スタディラボ

1562 教室型 東住吉区 チャレンジ教室（スイミーの会・チャッピー）

1563 教室型 東住吉区 新見ピアノ音楽教室

1564 教室型 東住吉区 ＨＡＰＰＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＳＣＨＯＯＬ（ハッピーイングリッシュスクール）

1565 教室型 東住吉区 針中野学習会

1566 教室型 東住吉区 パーソナルトレーニングスタジオ　ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ

1567 教室型 東住吉区 パスドゥーロフットボールクルーＵ－１５

1568 教室型 東住吉区 パソコンジム針中野

1569 教室型 東住吉区 東口珠算教場

1570 教室型 東住吉区 東住吉バレエ学園

1571 教室型 東住吉区 秀工房

1572 教室型 東住吉区 福田塾

1573 教室型 東住吉区 ベネッセの英語教室　ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　カナートモール南田辺プラザ

1574 教室型 東住吉区 宮田塾

1575 教室型 東住吉区 みんなのプログラミング教室　ロボプロ夢道場　桜カレッジ長居教室

1576 教室型 東住吉区 明光義塾　駒川中野教室

1577 教室型 東住吉区 目の学校　アイオライトＶｉｓｉｏｎ校

1578 教室型 東住吉区 もりごんの学習塾
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1579 教室型 東住吉区 ヤマハ　針中野音楽センター

1580 教室型 東住吉区 佑学社　杭全校

1581 教室型 東住吉区 佑学社　東住吉校

1582 教室型 東住吉区 有希塾　平野教室

1583 教室型 東住吉区 有限会社ＳＴＥＰ教育学館　中野校

1584 教室型 東住吉区 ユナイテッド平野　陸上教室　長居校

1585 教室型 東住吉区 藍塾

1586 教室型 平野区 アップ学習会　加美教室

1587 教室型 平野区 アップ学習会　喜連瓜破教室

1588 教室型 平野区 アップ学習会　出戸教室

1589 教室型 平野区 ＡＲＴ　ＮＯ　ＷＡＴＡＧＥ　絵画教室

1590 教室型 平野区 アトリエ廣美塾

1591 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　加美鞍作教室

1592 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　加美正覚寺２丁目教室

1593 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　加美東４丁目教室

1594 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　加美連合会館教室

1595 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　川辺１丁目教室

1596 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　喜連１丁目教室

1597 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　喜連東５丁目教室

1598 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　背戸口教室

1599 教室型 平野区 ＥＣＣジュニア　平野上町教室

1600 教室型 平野区 ＥＣＣベストワン　喜連瓜破校

1601 教室型 平野区 ＥＣＣベストワン　平野宮町校

1602 教室型 平野区 育英塾

1603 教室型 平野区 イソップクラブ英会話学院　東平野支部教室

1604 教室型 平野区 英会話のエコーリンガル

1605 教室型 平野区 ＦＣ平野

1606 教室型 平野区 大阪教育　瓜破校

1607 教室型 平野区 大阪教育　平野校

1608 教室型 平野区 踊り場田中家

1609 教室型 平野区 開成教育セミナー　喜連瓜破教室

1610 教室型 平野区 開成教育セミナー　平野教室

1611 教室型 平野区 加美教室

1612 教室型 平野区 加美道場

1613 教室型 平野区 完全個別指導ＭＭＳ　出戸駅前校

1614 教室型 平野区 学研　ＪＲ平野駅前教室

1615 教室型 平野区 木下珠算塾　加美教室

1616 教室型 平野区 喜連ゼミナール

1617 教室型 平野区 公文式　瓜破北教室

1618 教室型 平野区 公文式　瓜破西教室

1619 教室型 平野区 公文式　瓜破東教室

1620 教室型 平野区 公文式　加美鞍作教室

1621 教室型 平野区 公文式　喜連教室

1622 教室型 平野区 公文式　喜連西教室

1623 教室型 平野区 公文式　喜連東教室

1624 教室型 平野区 公文式　喜連南教室

1625 教室型 平野区 公文式　新加美駅前教室

1626 教室型 平野区 公文式　ＪＲ平野北教室

1627 教室型 平野区 公文式　出戸駅前教室

1628 教室型 平野区 公文式　長原駅前教室

1629 教室型 平野区 公文式　長吉川辺教室

1630 教室型 平野区 公文式　長吉教室

1631 教室型 平野区 公文式　長吉出戸教室

1632 教室型 平野区 公文式　長吉六反教室

1633 教室型 平野区 公文式　南港通平野西１丁目教室

1634 教室型 平野区 公文式　西脇教室

1635 教室型 平野区 公文式　平野教室

1636 教室型 平野区 公文式　六反さくら公園教室

1637 教室型 平野区 ＣＲＥＡ　ＭＵＳＩＣ　ＨＩＲＡＮＯ

1638 教室型 平野区 ぐりったぁー教室

1639 教室型 平野区 Ｋｓ英数アカデミー
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1640 教室型 平野区 弘進義塾　加美北教室

1641 教室型 平野区 弘進義塾　正覚寺教室

1642 教室型 平野区 講談社リトル英語教室　平野教室

1643 教室型 平野区 光洋柔道クラブ

1644 教室型 平野区 コスモゼミナール

1645 教室型 平野区 個別学習のセルモ　喜連瓜破教室

1646 教室型 平野区 個別学習のセルモ　平野教室

1647 教室型 平野区 個別学習マイプレイス　喜連西校

1648 教室型 平野区 個別教室のトライ　平野駅前校

1649 教室型 平野区 個別指導学院ヒーローズ　喜連瓜破校

1650 教室型 平野区 個別指導学院ヒーローズ　長吉校

1651 教室型 平野区 個別指導学院フリーステップ　喜連瓜破教室

1652 教室型 平野区 個別指導学院フリーステップ　平野教室

1653 教室型 平野区 個別指導キャンパス　加美校

1654 教室型 平野区 個別指導キャンパス　喜連瓜破校

1655 教室型 平野区 個別指導キャンパス　地下鉄平野校

1656 教室型 平野区 個別指導キャンパス　出戸校

1657 教室型 平野区 個別指導キャンパス　平野校

1658 教室型 平野区 個別指導塾スタンダード　イオンタウン平野教室

1659 教室型 平野区 個別指導塾スタンダード　イオン長吉教室

1660 教室型 平野区 個別指導塾トライプラス　出戸校

1661 教室型 平野区 個別指導塾未来歩学院　東大阪・平野加美北校

1662 教室型 平野区 ザ・ステップ

1663 教室型 平野区 書道教室墨庵　加美北教室

1664 教室型 平野区 進学塾ＨＡＳ

1665 教室型 平野区 進学塾ＨＡＳ明倫館

1666 教室型 平野区 進学ゼミナール　出戸駅前校

1667 教室型 平野区 心輝会空手道場　喜連瓜破教室

1668 教室型 平野区 柔心塾（柔道教室）

1669 教室型 平野区 塾・榎

1670 教室型 平野区 受験専門塾　個別指導ミツキ

1671 教室型 平野区 自立支援型フリースクールところ

1672 教室型 平野区 スクールＩＥ　出戸校

1673 教室型 平野区 Ｓｔａｒｔｒａｃｅ　平野校

1674 教室型 平野区 スポーツクラブＮＡＳ平野

1675 教室型 平野区 スマイリーイングリッシュ＆プラススクール

1676 教室型 平野区 セイハ英語学院　イオン喜連瓜破教室

1677 教室型 平野区 セイハ英語学院　イオン長吉教室

1678 教室型 平野区 総合学習塾リーフルアカデミー

1679 教室型 平野区 高田音楽教室

1680 教室型 平野区 たにぐちピアノ教室

1681 教室型 平野区 ＤＡＮＣＥ　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｒｅａｌ－ｉｚｅ

1682 教室型 平野区 ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ　Ａ－ｓｔａｇｅ

1683 教室型 平野区 ＤａｎｃｅＳｔｕｄｉｏ　Ｍ’ｎｄ　Ｗ　ＨＩＲＡＮＯスタジオ

1684 教室型 平野区 テニスワールド平野

1685 教室型 平野区 ＴＯＰｉＡ　加美校

1686 教室型 平野区 南野塾

1687 教室型 平野区 東住吉リトルシニア

1688 教室型 平野区 平野学舎

1689 教室型 平野区 ＢＥ　ｓｔｕｄｉｏ　加美鞍作１丁目教室

1690 教室型 平野区 ＢＥＡＴ　ＡＲＴ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ　喜連瓜破スタジオ

1691 教室型 平野区 フタバスクール

1692 教室型 平野区 ボ・ドームカルチャーセンターピアノ教室

1693 教室型 平野区 マック予備校

1694 教室型 平野区 ＭＡＮＡ－ｖｉｖａ

1695 教室型 平野区 まなび屋　瓜破東教室

1696 教室型 平野区 マミーピアノ教室

1697 教室型 平野区 万活塾

1698 教室型 平野区 ミネルヴァ学院　本校

1699 教室型 平野区 みやび個別指導学院　平野喜連東校

1700 教室型 平野区 明孔会館　加美道場
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1701 教室型 平野区 明孔会館　平野道場

1702 教室型 平野区 明光義塾　加美教室

1703 教室型 平野区 明光義塾　出戸駅前教室

1704 教室型 平野区 名阪進学ゼミ

1705 教室型 平野区 山本紗内恵バレエスクール　平野教室

1706 教室型 平野区 有希塾　長吉教室

1707 教室型 平野区 有希塾ジュニアスクール　背戸口

1708 教室型 平野区 ユナイテッド平野　サッカースクール

1709 教室型 平野区 ユナイテッド平野　サッカースクール　瓜破東校

1710 教室型 平野区 ユナイテッド平野　サッカースクール　喜連西校

1711 教室型 平野区 ユナイテッド平野　陸上教室　瓜破校

1712 教室型 平野区 ユナイテッド平野　陸上教室　久宝寺校

1713 教室型 平野区 ユニバ進学教室　平野校

1714 教室型 平野区 早稲田育英ゼミナール　加美教室

1715 教室型 西成区 ＲＢパソコンスクール

1716 教室型 西成区 ＩＣ　ｎｅｘｔ

1717 教室型 西成区 Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

1718 教室型 西成区 ＥＣＣジュニア　千本南１丁目教室

1719 教室型 西成区 ＥＣＣジュニア　帖佐バレエ津守教室

1720 教室型 西成区 ＥＣＣジュニア　天下茶屋２丁目教室

1721 教室型 西成区 ＥＹレッスンルーム

1722 教室型 西成区 稲田珠算教場

1723 教室型 西成区 勝井塾

1724 教室型 西成区 ｃｕｌｔｕｒｅ　ｓｐａｃｅ　ｎｏｈｌａ・ノーラ

1725 教室型 西成区 学遊みのり舎

1726 教室型 西成区 極真会館　大阪なにわ支部　西成道場

1727 教室型 西成区 公文　天下茶屋書写教室

1728 教室型 西成区 公文式　岸里教室

1729 教室型 西成区 公文式　玉出駅前教室

1730 教室型 西成区 公文式　天下茶屋駅前教室

1731 教室型 西成区 公文式　天神ノ森教室

1732 教室型 西成区 公文式　南津守教室

1733 教室型 西成区 子ども英会話　Ｗｏｎｄｅｒ　Ｋｉｄｓ　Ｃｌｕｂ

1734 教室型 西成区 個別指導学院フリーステップ　岸里教室

1735 教室型 西成区 志塾フリースクール　レヴィスタ教室

1736 教室型 西成区 心輝会空手道場　天下茶屋教室

1737 教室型 西成区 スタッド　天下茶屋教室

1738 教室型 西成区 Ｓｔｕｄｉｏ　ｐｉｅｃｅ　ｄａｎｃｅ

1739 教室型 西成区 盛毅館　栗本道場

1740 教室型 西成区 関原学習教室

1741 教室型 西成区 千輝学園

1742 教室型 西成区 創学塾

1743 教室型 西成区 創研学院　岸里校

1744 教室型 西成区 総合教育進学学習塾志塾　鶴見橋校

1745 教室型 西成区 帖佐チサエバレエアーツ

1746 教室型 西成区 天下茶屋画塾

1747 教室型 西成区 天高ゼミ

1748 教室型 西成区 Ｄ．Ｉ．Ａ．リーディング

1749 教室型 西成区 東洋学園

1750 教室型 西成区 忍者堂

1751 教室型 西成区 野口塾

1752 教室型 西成区 ファロス個別指導学院　玉出駅前教室

1753 教室型 西成区 明光義塾　岸里教室

1754 教室型 西成区 ユナイテッド平野　陸上教室　西成校

1755 教室型 西成区 和園書道教室

1756 教室型 堺市堺区 ＥＣＣ外語学院　堺東校

1757 教室型 堺市堺区 ＥＣＣ外語学院　ＪＲ堺校

1758 教室型 堺市堺区 魚本流空手拳法　総本部道場

1759 教室型 堺市堺区 ＦＣ　Ｇｅｆｕｈｌｅ

1760 教室型 堺市堺区 個別教室のトライ　堺駅前校

1761 教室型 堺市堺区 個別指導学院フリーステップ　堺東駅前教室
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1762 教室型 堺市堺区 個別指導キャンパス　七道校

1763 教室型 堺市堺区 個別指導キャンパス　湊校

1764 教室型 堺市堺区 自立学習ＲＥＤ　堺神明町教室

1765 教室型 堺市堺区 第一ゼミナール　堺大小路校

1766 教室型 堺市堺区 第一ゼミナール　三国丘校

1767 教室型 堺市堺区 ＤａｎｃｅＳｔｕｄｉｏ　Ｍ’ｎｄ　Ｗ　ＳＡＫＡＩスタジオ

1768 教室型 堺市堺区 ネオ・テニスプラザ　堺

1769 教室型 堺市堺区 ファロス個別指導学院　堺東教室

1770 教室型 堺市堺区 みずふね体操クラブ　堺校

1771 教室型 堺市堺区 ＬａＦｌａｔ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｃｈｏｏｌ

1772 教室型 堺市中区 魚本流空手拳法　本部道場

1773 教室型 堺市中区 開成教育セミナー　宮山台教室

1774 教室型 堺市中区 個別指導学院フリーステップ　深井駅前教室

1775 教室型 堺市中区 個別指導学院フリーステップ　宮山台教室

1776 教室型 堺市中区 個別指導キャンパス　深井校

1777 教室型 堺市中区 志塾フリースクールラシーナ　泉北教室

1778 教室型 堺市東区 魚本流空手拳法　大美野教室

1779 教室型 堺市東区 開成教育セミナー　北野田駅前教室

1780 教室型 堺市東区 個別指導学院フリーステップ　北野田駅前教室

1781 教室型 堺市東区 個別指導学院フリーステップ　初芝教室

1782 教室型 堺市東区 個別指導キャンパス　北野田校

1783 教室型 堺市東区 個別指導キャンパス　萩原天神駅前校

1784 教室型 堺市東区 個別指導塾スタンダード　ダイエー北野田教室

1785 教室型 堺市東区 サイエイ・インターナショナル　北野田校

1786 教室型 堺市東区 第一ゼミナール　北野田校

1787 教室型 堺市東区 第一ゼミナール　堺初芝校

1788 教室型 堺市東区 パソコン市民講座　ダイエー北野田教室

1789 教室型 堺市東区 ファロス個別指導学院　北野田駅前教室

1790 教室型 堺市西区 開成教育セミナー　津久野駅前教室

1791 教室型 堺市西区 個別指導学院ヒーローズ　浜寺校

1792 教室型 堺市西区 個別指導学院フリーステップ　津久野駅前教室

1793 教室型 堺市西区 個別指導キャンパス　上野芝北条校

1794 教室型 堺市西区 個別指導キャンパス　鳳校

1795 教室型 堺市西区 個別指導キャンパス　津久野駅前校

1796 教室型 堺市西区 個別指導塾スタンダード　イオンタウン諏訪の森教室

1797 教室型 堺市西区 第一ゼミナール　鳳校

1798 教室型 堺市西区 第一ゼミナール　津久野校

1799 教室型 堺市西区 ＤａｎｃｅＳｔｕｄｉｏ　Ｍ’ｎｄ　Ｗ　ＷＥＳＴスタジオ

1800 教室型 堺市西区 ファロス個別指導学院　上野芝駅前教室

1801 教室型 堺市西区 ファロス個別指導学院　鳳教室

1802 教室型 堺市南区 個別指導キャンパス　泉ヶ丘深阪校

1803 教室型 堺市南区 個別指導キャンパス　光明池校

1804 教室型 堺市南区 第一ゼミナール　光明池校

1805 教室型 堺市南区 ファロス個別指導学院　栂・美木多駅前教室

1806 教室型 堺市北区 ＥＣＣ外語学院　中もず校

1807 教室型 堺市北区 お昼間の塾わなどぅ　堺校

1808 教室型 堺市北区 開成教育セミナー　北花田教室

1809 教室型 堺市北区 金岡ボーイズ

1810 教室型 堺市北区 京進スクール・ワン　北花田教室

1811 教室型 堺市北区 個別教室のトライ　三国ヶ丘駅前校

1812 教室型 堺市北区 個別指導学院フリーステップ　北花田教室

1813 教室型 堺市北区 個別指導学院フリーステップ　なかもず駅前教室

1814 教室型 堺市北区 個別指導キャンパス　北花田校

1815 教室型 堺市北区 個別指導キャンパス　新金岡校

1816 教室型 堺市北区 ＧＸＡ野球教室　大阪・堺校

1817 教室型 堺市北区 ＧＸＡラグビー教室　大阪・堺校

1818 教室型 堺市北区 第一ゼミナール　金岡校

1819 教室型 堺市北区 第一ゼミナール　なかもず校

1820 教室型 堺市北区 ファロス個別指導学院　なかもず駅前教室

1821 教室型 堺市北区 ホリゾン　堺北花田本校

1822 教室型 堺市北区 ユナイテッド平野　陸上教室　金岡校
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1823 教室型 堺市北区 ラーンメイト　なかもず教室

1824 教室型 堺市北区 両道会空手　なかもず教室

1825 教室型 堺市美原区 魚本流空手拳法　美原教室

1826 教室型 豊中市 ＥＣＣ外語学院　千里中央校

1827 教室型 豊中市 ＥＣＣ外語学院　豊中校

1828 教室型 豊中市 英会話イーオン　千里中央校

1829 教室型 豊中市 英会話イーオン　豊中校

1830 教室型 豊中市 エル・エストナショナルテニススクールヴァイキング

1831 教室型 豊中市 開成教育セミナー　旭丘教室

1832 教室型 豊中市 開成教育セミナー　豊中駅前教室

1833 教室型 豊中市 開成教育セミナー　緑丘教室

1834 教室型 豊中市 開成教育セミナー　緑地駅前教室

1835 教室型 豊中市 京進スクール・ワン　緑地公園教室

1836 教室型 豊中市 個別指導学院フリーステップ　旭丘教室

1837 教室型 豊中市 個別指導学院フリーステップ　庄内駅前教室

1838 教室型 豊中市 個別指導学院フリーステップ　豊中駅前教室

1839 教室型 豊中市 個別指導学院フリーステップ　服部教室

1840 教室型 豊中市 個別指導学院フリーステップ　緑丘教室

1841 教室型 豊中市 個別指導学院フリーステップ　桃山台教室

1842 教室型 豊中市 個別指導学院フリーステップ　緑地教室

1843 教室型 豊中市 個別指導キャンパス　桜塚校

1844 教室型 豊中市 個別指導キャンパス　庄内校

1845 教室型 豊中市 個別指導キャンパス　服部校

1846 教室型 豊中市 個別指導キャンパス　蛍池校

1847 教室型 豊中市 吹田南ＦＣ

1848 教室型 豊中市 スタジオウエスト

1849 教室型 豊中市 第一ゼミナール　旭ヶ丘校

1850 教室型 豊中市 第一ゼミナール　桃山台校

1851 教室型 豊中市 服部緑地乗馬センター

1852 教室型 豊中市 明光義塾　千里中央パークヒルズ教室

1853 教室型 豊中市 明光義塾　豊中市役所前教室

1854 教室型 豊中市 ＵＳボーカル教室　豊中校

1855 教室型 豊中市 類塾　千里中央教室

1856 教室型 吹田市 ＥＣＣ外語学院　北千里校

1857 教室型 吹田市 エール進学教室　ＪＲ吹田校

1858 教室型 吹田市 エール進学教室　千里山田校

1859 教室型 吹田市 個別教室のトライ　ＪＲ吹田駅前校

1860 教室型 吹田市 個別指導学院フリーステップ　江坂駅前教室

1861 教室型 吹田市 個別指導学院フリーステップ　北千里駅前教室

1862 教室型 吹田市 個別指導学院フリーステップ　ＪＲ吹田教室

1863 教室型 吹田市 個別指導学院フリーステップ　千里丘教室

1864 教室型 吹田市 個別指導学院フリーステップ　千里山田教室

1865 教室型 吹田市 個別指導学院フリーステップ　豊津駅前教室

1866 教室型 吹田市 個別指導学院フリーステップ　南千里駅前教室

1867 教室型 吹田市 個別指導学院フリーステップ　山田東教室

1868 教室型 吹田市 個別指導キャンパス　江坂校

1869 教室型 吹田市 個別指導キャンパス　五月が丘校

1870 教室型 吹田市 個別指導キャンパス　吹田校

1871 教室型 吹田市 個別指導キャンパス　千里丘校

1872 教室型 吹田市 個別指導キャンパス　豊津校

1873 教室型 吹田市 個別指導キャンパス　山田市場校

1874 教室型 吹田市 個別指導キャンパス　緑地公園校

1875 教室型 吹田市 個別指導ＬＵＸ学院

1876 教室型 吹田市 ゴールフリー　江坂教室

1877 教室型 吹田市 自立学習ＲＥＤ　千里山教室

1878 教室型 吹田市 スクールＩＥ　吹田校

1879 教室型 吹田市 スターダンススタジオ

1880 教室型 吹田市 創研学院　江坂校

1881 教室型 吹田市 第一ゼミナール　千里丘校

1882 教室型 吹田市 第一ゼミナール　豊津校

1883 教室型 吹田市 トライプラス　江坂校

31 / 36 



No
サービス提供

の種類
所在地 教室型・・・教室名　訪問型・・・事業者名　ネット型・・・サービス名

1884 教室型 吹田市 Ｖａｂｂｏベースボールクラブ　吹田教室

1885 教室型 吹田市 パソコン市民講座　イオン北千里教室

1886 教室型 吹田市 パソコン市民講座　イオン吹田教室

1887 教室型 吹田市 パソコン市民講座　イズミヤ千里丘教室

1888 教室型 吹田市 ファロス個別指導学院　ＪＲ吹田駅前教室

1889 教室型 吹田市 フリースクールここ　内本町校あまかり

1890 教室型 吹田市 ブラウニーイングリッシュアカデミー

1891 教室型 吹田市 明光義塾　五月が丘教室

1892 教室型 吹田市 明光義塾　千里山教室

1893 教室型 吹田市 レゴスクール　江坂校

1894 教室型 守口市 ウィルイングリッシュスクール

1895 教室型 守口市 英会話イーオン　守口校

1896 教室型 守口市 ＳＳＳ進学教室　（太子橋今市校）

1897 教室型 守口市 ｍｆｌ　ｆｉｌｈａ　ｆｃ

1898 教室型 守口市 京進スクール・ワン　守口教室

1899 教室型 守口市 京進スクール・ワン　守口寺方教室

1900 教室型 守口市 個別学習マイプレイス　大日校

1901 教室型 守口市 個別学習マイプレイス　守口校

1902 教室型 守口市 個別指導学院フリーステップ　大日教室

1903 教室型 守口市 個別指導学院フリーステップ　守口教室

1904 教室型 守口市 個別指導キャンパス　大日校

1905 教室型 守口市 個別指導キャンパス　守口校

1906 教室型 守口市 個別指導キャンパス　守口寺方校

1907 教室型 守口市 個別指導キャンパス　守口本部校

1908 教室型 守口市 島村楽器　イオンモール大日店

1909 教室型 守口市 鶴見緑地乗馬苑

1910 教室型 守口市 徳才塾

1911 教室型 守口市 友学園　寺方高瀬教室

1912 教室型 守口市 ファロス個別指導学院　守口駅前教室

1913 教室型 守口市 明光義塾　守口教室

1914 教室型 守口市 ヤマハ音楽教室／ヤマハ英語教室　守口センター

1915 教室型 八尾市 ＥＣＣ外語学院　八尾校

1916 教室型 八尾市 エジソンアカデミー　本校

1917 教室型 八尾市 開成教育セミナー　河内山本教室

1918 教室型 八尾市 開成教育セミナー　八尾教室

1919 教室型 八尾市 久宝寺口インドアテニススクール

1920 教室型 八尾市 京進スクール・ワン　八尾教室

1921 教室型 八尾市 ことばの教室ｗａｒａｕｔａ

1922 教室型 八尾市 個別指導学院フリーステップ　河内山本教室

1923 教室型 八尾市 個別指導学院フリーステップ　八尾教室

1924 教室型 八尾市 個別指導キャンパス　河内山本校

1925 教室型 八尾市 個別指導キャンパス　近鉄八尾校

1926 教室型 八尾市 個別指導キャンパス　志紀校

1927 教室型 八尾市 個別指導キャンパス　八尾校

1928 教室型 八尾市 個別指導キャンパス　八尾南校

1929 教室型 八尾市 創研学院　久宝寺校

1930 教室型 八尾市 第一ゼミアクティバ　高安校

1931 教室型 八尾市 第一ゼミナール　八尾校

1932 教室型 八尾市 Ｖａｂｂｏベースボールクラブ　八尾教室

1933 教室型 八尾市 パーソナルトレーニングジムＹ２

1934 教室型 八尾市 パソコン市民講座　イトーヨーカドー八尾教室

1935 教室型 八尾市 パソコンの教室はればれ

1936 教室型 八尾市 ビオス・クリエイティブ・スポーツクラブ

1937 教室型 八尾市 マスタリー進学セミナー　八尾教室

1938 教室型 富田林市 第一ゼミナール　富田林校

1939 教室型 寝屋川市 アトリエＴ２

1940 教室型 松原市 開成教育セミナー　河内天美駅前教室

1941 教室型 松原市 開成教育セミナー　松原駅前教室

1942 教室型 松原市 個別指導学院フリーステップ　河内天美駅前教室

1943 教室型 松原市 個別指導学院フリーステップ　松原駅前教室

1944 教室型 松原市 個別指導キャンパス　河内天美校
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1945 教室型 松原市 個別指導キャンパス　河内松原校

1946 教室型 松原市 第一ゼミナール　河内松原校

1947 教室型 松原市 第一ゼミナール　松原天美校

1948 教室型 松原市 ファロス個別指導学院　松原教室

1949 教室型 松原市 明光義塾　セブンパーク天美教室

1950 教室型 松原市 レイパス　大阪南校

1951 教室型 大東市 大阪城東リトルシニア野球協会

1952 教室型 大東市 京進スクール・ワン　四条畷教室

1953 教室型 大東市 京進スクール・ワン　住道教室

1954 教室型 大東市 個別指導学院フリーステップ　住道駅前教室

1955 教室型 大東市 個別指導キャンパス　大東本部校

1956 教室型 大東市 個別指導塾スタンダード　東大阪教室

1957 教室型 大東市 進学塾ローラン教育学院

1958 教室型 大東市 第一ゼミナール　大東校

1959 教室型 大東市 大東楽器　アミューズ住道

1960 教室型 大東市 明光義塾　住道南教室

1961 教室型 大東市 ヤマハ音楽教室／ヤマハ英語教室　大東センター

1962 教室型 和泉市 Ｃ．Ｆ．Ｅｎｃａｎｔｏ

1963 教室型 羽曳野市 乗馬クラブクレイン大阪

1964 教室型 門真市 個別学習のセルモ　門真北島町教室

1965 教室型 門真市 個別指導学院フリーステップ　萱島駅前教室

1966 教室型 門真市 個別指導学院フリーステップ　古川橋教室

1967 教室型 門真市 個別指導キャンパス　大和田校

1968 教室型 門真市 個別指導キャンパス　門真本部校

1969 教室型 門真市 個別指導キャンパス　古川橋駅南校

1970 教室型 門真市 パソコン市民講座　ライフ門真教室

1971 教室型 門真市 ファロス個別指導学院　古川橋駅前教室

1972 教室型 門真市 明光義塾　ベアーズ大日教室

1973 教室型 門真市 ヤマハ音楽教室／ヤマハ英語教室　ユニスタイル大日

1974 教室型 摂津市 京進スクール・ワン　千里丘教室

1975 教室型 摂津市 個別指導学院フリーステップ　正雀駅前教室

1976 教室型 摂津市 個別指導キャンパス　正雀校

1977 教室型 摂津市 個別指導キャンパス　摂津鳥飼校

1978 教室型 摂津市 明光義塾　摂津鳥飼教室

1979 教室型 藤井寺市 第一ゼミナール　藤井寺校

1980 教室型 東大阪市 アップ学習会　布施北口教室

1981 教室型 東大阪市 Ｒボクシングクラブ

1982 教室型 東大阪市 愛学塾　徳庵校

1983 教室型 東大阪市 ＩＴＴＯ個別指導学院　東大阪渋川校

1984 教室型 東大阪市 ＩＴＴＯ個別指導学院　東大阪長田駅前校

1985 教室型 東大阪市 ＩＴＴＯ個別指導学院　東大阪森河内校

1986 教室型 東大阪市 ＥＣＣ外語学院　布施校

1987 教室型 東大阪市 大阪深江ボーイズ

1988 教室型 東大阪市 開成教育セミナー　河内花園教室

1989 教室型 東大阪市 開成教育セミナー　鴻池新田教室

1990 教室型 東大阪市 開成教育セミナー　新石切教室

1991 教室型 東大阪市 開成教育セミナー　長瀬駅前教室

1992 教室型 東大阪市 開成教育セミナー　布施駅前教室

1993 教室型 東大阪市 開成教育セミナー　八戸ノ里教室

1994 教室型 東大阪市 関西個別指導学院　布施教室

1995 教室型 東大阪市 京進スクール・ワン　新石切教室

1996 教室型 東大阪市 公文式　長堂教室

1997 教室型 東大阪市 ＫＥＣ近畿教育学院　布施本校

1998 教室型 東大阪市 個別教室のトライ　布施駅前校

1999 教室型 東大阪市 個別指導Ａｘｉｓ　ヴェル・ノール布施駅前校

2000 教室型 東大阪市 個別指導学院フリーステップ　河内花園教室

2001 教室型 東大阪市 個別指導学院フリーステップ　鴻池新田教室

2002 教室型 東大阪市 個別指導学院フリーステップ　新石切駅前教室

2003 教室型 東大阪市 個別指導学院フリーステップ　長瀬駅前教室

2004 教室型 東大阪市 個別指導学院フリーステップ　瓢箪山教室

2005 教室型 東大阪市 個別指導学院フリーステップ　布施駅前教室
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2006 教室型 東大阪市 個別指導学院フリーステップ　八戸ノ里教室

2007 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　荒本校

2008 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　河内永和校

2009 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　河内花園駅前校

2010 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　鴻池新田校

2011 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　新石切校

2012 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　徳庵校

2013 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　長瀬校

2014 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　花園校

2015 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　瓢箪山校

2016 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　八戸ノ里校

2017 教室型 東大阪市 個別指導キャンパス　若江岩田校

2018 教室型 東大阪市 個別指導塾スタンダード　イオンタウン小阪教室

2019 教室型 東大阪市 個別指導塾スタンダード　長瀬駅前教室

2020 教室型 東大阪市 個別指導塾ノーバス　布施駅前校

2021 教室型 東大阪市 個別指導まなび　布施駅前教室

2022 教室型 東大阪市 進学塾ジェネシス　俊徳校

2023 教室型 東大阪市 進修サッカー団

2024 教室型 東大阪市 第一ゼミナール　小阪校

2025 教室型 東大阪市 ダンススタジオデイジー

2026 教室型 東大阪市 Ｃｈａｒｍｅ　Ｂａｌｌｅｔ

2027 教室型 東大阪市 津田塾　永和校

2028 教室型 東大阪市 ネクスト学習塾

2029 教室型 東大阪市 Ｖａｂｂｏベースボールクラブ　本庄南教室

2030 教室型 東大阪市 パソコン市民講座　イオン東大阪

2031 教室型 東大阪市 ファロス個別指導学院　小阪教室

2032 教室型 東大阪市 ブライトインターナショナルスクール

2033 教室型 東大阪市 ホンダ算数数学英語教室

2034 教室型 東大阪市 明光義塾　鴻池教室

2035 教室型 東大阪市 ユナイテッド平野　陸上教室　花園校

2036 教室型 四条畷市 個別指導学院フリーステップ　四条畷教室

2037 教室型 四条畷市 第一ゼミナール　四条畷校

2038 教室型 京都市下京区 ＥＣＣ外語学院　京都駅前校

2039 教室型 尼崎市 アップ学習会　尼崎教室

2040 教室型 伊丹市 ＥＣＣ外語学院　阪急伊丹校

2041 教室型 尼崎市 ＥＣＣ外語学院　阪神尼崎校

2042 教室型 尼崎市 英会話イーオン　塚口校

2043 教室型 尼崎市 開成教育セミナー　園田教室

2044 教室型 芦屋市 関塾　スクール芦屋山手校

2045 教室型 尼崎市 京進スクール・ワン　尼崎教室

2046 教室型 尼崎市 京進スクール・ワン　武庫之荘教室

2047 教室型 尼崎市 個別指導学院フリーステップ　ＪＲ尼崎教室

2048 教室型 尼崎市 個別指導学院フリーステップ　園田教室

2049 教室型 尼崎市 個別指導学院フリーステップ　塚口駅前教室

2050 教室型 尼崎市 個別指導学院フリーステップ　武庫之荘教室

2051 教室型 尼崎市 個別指導キャンパス　尼崎校

2052 教室型 尼崎市 個別指導キャンパス　園田校

2053 教室型 尼崎市 個別指導キャンパス　立花七松校

2054 教室型 尼崎市 個別指導キャンパス　立花西校

2055 教室型 尼崎市 個別指導キャンパス　大物校

2056 教室型 尼崎市 個別指導キャンパス　武庫之荘校

2057 教室型 尼崎市 神拳阪神ボクシングジム

2058 教室型 尼崎市 そのだパソコン教室

2059 教室型 西宮市 西宮サドベリースクール

2060 教室型 尼崎市 ２１世紀塾　杭瀬本部

2061 教室型 尼崎市 ブリヂストンジュニアゴルフスクール

2062 教室型 尼崎市 友利合格研究所

2063 教室型 奈良市 個別教室のトライ　学園前駅前校

2064 訪問型 北区 あすはな先生

2065 訪問型 北区 オーカバレーボールクラブ＆スクール（訪問型）

2066 訪問型 北区 家庭教師アティピカル
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2067 訪問型 北区 家庭教師のサクシード

2068 訪問型 北区 家庭教師のデスクスタイル

2069 訪問型 北区 家庭教師のファミリア

2070 訪問型 北区 家庭教師ＦＬＡＰ

2071 訪問型 北区 家庭教師ポケット

2072 訪問型 都島区 アップ総合教育グループ

2073 訪問型 此花区 ＢａｎＭｕｓｉｃ（チケットコース・短期集中コース）

2074 訪問型 中央区 家庭教師のあすなろ

2075 訪問型 中央区 家庭教師のグッド

2076 訪問型 中央区 家庭教師のトライ　大阪校

2077 訪問型 中央区 家庭教師ＲＥＯ　関西校

2078 訪問型 中央区 ＳＫＹ家庭教師

2079 訪問型 西区 いるどらぺ（訪問指導）

2080 訪問型 西区 こども心身医療研究所

2081 訪問型 天王寺区 家庭教師ウィズ

2082 訪問型 天王寺区 家庭教師のオンリーワン

2083 訪問型 天王寺区 ハート　クレア

2084 訪問型 浪速区 家庭教師のホワイトベア

2085 訪問型 浪速区 日本教育支援センター

2086 訪問型 淀川区 家庭教師のアルファ

2087 訪問型 淀川区 家庭教師のマナベスト

2088 訪問型 淀川区 家庭教師まんてん

2089 訪問型 東淀川区 学びラボ．（訪問型）

2090 訪問型 阿倍野区 家庭教師のアーク

2091 訪問型 住吉区 家庭教師の帝塚山

2092 訪問型 八尾市 ことばの教室ｗａｒａｕｔａ（訪問型）

2093 訪問型 松原市 レイパス

2094 訪問型 松原市 レイパスホームスクーリング

2095 訪問型 千代田区 家庭教師ファースト

2096 訪問型 横浜市港北区 アクティブ英会話　家庭教師紹介センター

2097 訪問型 京都市下京区 家庭教師のえーる

2098 ネット型 - Ａｘｉｓのオンライン家庭教師　大阪指導センター

2099 ネット型 - あすはな先生　オンライン個人指導

2100 ネット型 - アンズテックプログラミング教室

2101 ネット型 - 家庭教師のハムスター

2102 ネット型 - スタープログラミングスクール　オンライン教室

2103 ネット型 - ライティング教室あすとれ　オンライン授業コース

2104 ネット型 - オンライン　プロ家庭教師　マイベスト

2105 ネット型 - 家庭教師の銀河

2106 ネット型 - 類塾　オンライン教室

2107 ネット型 - 学びラボ．（オンライン）

2108 ネット型 - アベニール学習会

2109 ネット型 - Ｓｏｐｈｙａ

2110 ネット型 - 志塾フリースクールラシーナ「ノ・マド」

2111 ネット型 - 学遊

2112 ネット型 - パソコンの教室　はればれ

2113 ネット型 - 個別指導のスクールｍｉｏ

2114 ネット型 - スポともダンス

2115 ネット型 - 家庭教師のガンバ

2116 ネット型 - ＥＣＯＭ英会話・英検対策学校

2117 ネット型 - オンライン東大家庭教師友の会

2118 ネット型 - 現役東大生によるオンライン個別指導－トウコベ

2119 ネット型 - Ｔｅｃｈ　Ｔｅａｃｈｅｒ

2120 ネット型 - ＢＡＣＫ　ＴＯ　ＴＨＥ　ＴＥＡＣＨＥＲ

2121 ネット型 - ＮＰＯ法人かなで学園

2122 ネット型 - ＣＥＯキッズアカデミー

2123 ネット型 - オンライン英会話ｈａｎａｓｏ

2124 ネット型 - おおぞらみらいスクール

2125 ネット型 - くれしぇんどオンラインサポート

2126 ネット型 - オンライン家庭教師エイドネット

2127 ネット型 - エジソンアカデミーオンライン
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2128 ネット型 - オンライン英会話ＥＮＣ／ＧＮＡ

2129 ネット型 - 家庭教師ぽぷら

2130 ネット型 - 出屋敷プログラミング教室

2131 ネット型 - けいはんなロボット・プログラミング　オンライン教室

2132 ネット型 - 家庭教師アカデミー

2133 ネット型 - オンライン英会話キーアイ
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