
富山県教育ネットワーク　会員教場一覧

準会場受験をご希望の場合は、準会場塾へ直接お申し込みください。

第1回は、教室によっては実施しない場合があります。詳細は直接お問い合わせください。

塾名 教室名 住所 電話番号 塾名 教室名 住所 電話番号 塾名 教室名 住所 電話番号

学研教室 とまり教室 下新川郡朝日町平柳161-4 090-2092-2304 明光義塾 大沢野・大久保教室 富山市下大久保6区3573　NNビル1F 076-468-3955 学研教室 なかだスマイル教室 高岡市下麻生伸町5452-18 090-7080-1681

学研教室 入善教室 下新川郡入善町入膳3806-11 090-4325-8043 教育センター学習塾　 清水町本部校 富山市清水町4丁目1-8 076-492-4681 学研教室 みらい教室 高岡市立野124-9 0766-31-2030

アルファ進学スクール 朝日校 下新川郡朝日町平柳629　（泊駅前） 0765-82-2174 教育センター学習塾　　　 月岡校 富山市月岡町5丁目363 076-428-0625 秀英塾 高岡市蓮花寺134-1 0766-25-2866

アルファ進学スクール 入善校 下新川郡入善町入膳4716-1 0765-74-0320 教育センター学習塾　　　 豊田校 富山市豊若町３丁目３-１１ 076-438-4602 山下塾 高岡市羽広117-28 0766-25-7948

アルファ進学スクール 石田校 黒部市立野26-1 0765-54-4884 教育センター学習塾　　　 興南校 富山市上野902 076-429-9140 アテネ塾 高岡市川原本町1-17 0766-22-0724

アルファ進学スクール 桜井校 黒部市新牧野102　シティビル3Ｆ 0765-54-4557 明光義塾 下堀教室 富山市下堀41-2 コーポ和１Ｆ 076-494-1400 高進スクール 高岡市赤祖父366 0766-28-0126

アルファ進学スクール 魚津校 魚津市釈迦堂1-12-10　Ｍ1ビル1Ｆ 0765-22-3665 明光義塾 山室教室 富山市中川原278　藤田第6ビル1Ｆ 076-494-1539 学研教室 あわら町教室 高岡市あわら町5-45 0766-23-8446

アルファ進学スクール 魚津西部校 魚津市本江1462-21 2F 0765-32-5855 明光義塾 奥田教室 富山市下奥井1-15-28　Ｄルーム下奥井1Ｆ 076-445-1388 学研教室 ひろかみ教室 射水市広上1125-1　広田様方（郵便はあわら町へ） 090-8094-8325

アルファ進学スクール 滑川校 滑川市吾妻町426-28 公園通り 076-475-9090 明光義塾 速星教室 富山市婦中町速星702-5 076-466-9266 富山ゼミナール 氷見市幸町35-31 0766-74-2646

アルファ進学スクール 上市校 中新川郡上市町法音寺12 076-473-1966 明光義塾 上飯野教室 富山市上飯野41-3 076-452-2858 東大青々塾 氷見市大野新210-1 0766-74-0690

アルファ進学スクール 立山校 中新川郡立山町前沢1029-18 駅前プラザ2Ｆ 076-463-0907 明光義塾 富山北の森教室 富山市森 3-2-11　ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ北の森 076-471-6782 三つ山学習塾 氷見市朝日丘16-10 0766-72-5140

アルファ進学スクール 水橋校 富山市水橋中村町108　河合ビル2Ｆ 076-478-4536 Study　Room　AZ 和合校 富山市四方荒屋1988 076-482-3896 学研教室 窪教室 氷見市窪2153-7 0766-91-1910

アルファ進学スクール 藤の木校 富山市藤木2145-3 076-493-7020 Study　Room　AZ 豊田校 富山市城川原1-1-40 076-482-3896 東進衛星予備校 高岡駅南校 高岡市駅南4-1-22　高岡運転免許更新センター3階 0766-24-4119

アルファ進学スクール 堀川校 富山市下堀54-3　『Alpha Kids』 2Ｆ 076-461-4010 学研教室 蛍川教室 富山市婦中町蛍川100-35 076-466-4322 個別進学会 ノアコンパス 高岡市木津669-3 0766-54-0119

アルファ進学スクール 奥田校 富山市奥田双葉町12-14　宮村ビル2Ｆ 076-433-6627 株式会社　フロンティス　学試舎 富山市新富町１丁目4-7　かめやビル5階 076-471-7014 学研教室 十二町教室 氷見市万尾35-2 090-2030-3620

アルファ進学スクール 大沢野校 富山市上大久保801-1 076-467-3727 茗溪進学会 富山市中川原78-135　藤田第5ビル3-B 076-492-3537 学研教室 戸出東部教室 高岡市戸出西部金屋302 090-2032-1907

アルファ進学スクール 婦中校 富山市婦中町速星288-1 076-465-2102 能力開発センター 富山本校 富山市桜木町1-29 076-431-2129 学研教室 戸出６丁目教室 高岡市戸出町６５－４４　戸出６丁目公民館 090-2032-1907

アルファ進学スクール 射水校 射水市小島3943 山田ビル2F 0766-51-7191 能力開発センター 南富山本校 富富山市堀川小泉町793-7 076-422-8552 学研教室 砺波東部教室 砺波市千保２７４－２　 090-2032-1907

アルファ進学スクール 興南校 富山市吉岡439番 076-464-3768 本田塾　　 呉羽教室 富山市呉羽町6383-1 076-434-2980 学研教室 佐野教室 高岡市佐野276-20 0766-21-9004

アシスト進学セミナー 黒部市犬山158 0765-54-1044 トライプラス 富山山室校 富山市山室138-1　ユー堀川　1-C 076-464-5328 学研教室 だいもん教室 射水市八塚282-6 0766-52-5142

学び舎　プラット 中央校 魚津市双葉町401 0765-23-1864 トライプラス 富山大泉校 富山市大泉本町1-4-14　パレット大泉2-B 076-481-6975 学研教室 ちどり教室 高岡市中保1193 090-4322-2020

学び舎　プラット 新宿校 魚津市新宿2-9 0765-24-0214 ㈱アルファコーポレーション 富山支店 富山市五福1910-2　五福アーバンステイツ3F 090-6486-7800 大志ゼミナール 高岡市戸出5-54-1　アルパサンサン7号 090-3916-7899

学び舎　プラット 早月校 滑川市中野島2310 076-475-5995 学研教室 しもおくい教室 富山市下奥井町１丁目15-24 076-432-7923 明光義塾（BM) 富山大学前教室 富山市五福3518-4 サクセス5　4F 076-461-8610

学び舎　プラット 滑川校 滑川市沖田新175 0120-968-341 学研教室 あわじま教室 富山市粟島町３丁目１４－４０ 076-442-3072 明光義塾（BM) 高岡清水教室 高岡市清水町1-5-5 シバヤマビル　2F－A 0766-27-7180

学研教室 魚津中央教室 魚津市緑町2-10 090-7087-0793 学研教室 上冨居教室 富山市上冨居2-16-52 076-456-9177 明光義塾（BM) 高岡中曽根教室 高岡市中曾根2343番地 0766-54-5480

学研教室 清流教室 魚津市吉島2402-1　ラフィーネ吉島A103号 090-9767-0864 学研教室 なかじま教室 富山市中島１丁目8-46 076-433-0290 明光義塾（BM) となみ教室 砺波市となみ町10番15号 0763-33-4640

成瀬塾 中新川郡上市町法音寺10-1 076-473-1999 学研教室 大町教室 富山市大町19-3 076-425-6538 進学塾　シリウス 砺波教室 砺波市千保107-25 090-4322-3629

学研教室　 みやのくぼ教室 滑川市宮窪1221-1 090-1315-1905 学研教室 神明うらら教室 富山市羽根990-38 076-422-1670 好学館 砺波市深江1-280 0763-33-0753

学研教室 舟橋駅前教室 中新川郡舟橋村竹内441 090-8969-2784 学研教室　 上二杉教室 富山市長附580-21 090-7744-8194 学研教室 太郎丸教室 砺波市太郎丸35 090-3299-5099

学研教室 もとむら教室 中新川郡上市町北島344 090-9449-8654 学研教室 奥田教室 富山市奥井町22-3　むろたかビル3F 090-4689-2659 学研教室 ラフォーレ教室 南砺市山見1365番地 090-3299-5099

学習相談室わかば会　　　 富山駅前教室 富山市桜町2-1-10　陽光堂ﾋﾞﾙ 076-432-1355 イクト進学センター　本部 射水市中新湊19-26 0766-84-9076 マツイ塾 南砺市遊部909-4 0763-52-1939

家庭塾 針原校（本部） 富山市針原中町296　 076-451-8766 ケーズスクール 射水市戸破荒町6362 0766-55-0069 ベストワン 南砺城端校 南砺市野田1132-2 0763-55-6510

家庭塾 八尾校 富山市八尾町福島209 076-454-2498 愉開塾 射水市中太閤山2-35 070-6455-5122 株式会社　NEXT （学習塾NEXT) 小矢部校 小矢部市中央町7-8 0766-68-1951

家庭塾 富山北部校 富山市中田232 .076-438-7987 学研教室 たいこうやま教室 射水市太閤山1-7-3　ジーズ・ヒル 090-5170-9478 株式会社　NEXT （学習塾NEXT) 砺波校 砺波市太郎丸1-4-26　NTCとなみﾋﾞﾙ3F 0800-100-1951

杉原塾 富山市婦中町砂子田263-1 076-466-2670 学研教室 ほりおか教室 射水市堀岡古明神138-1 090-8266-4003 with　 高岡市福岡町福岡新6 0766-64-4117


