愛知県
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吉見珠算小鷹野教室

藤城 浩子

440-0012 豊橋市東小鷹野2-11-3

0532-61-3474

若山珠算学園

若山 和正

440-0834 豊橋市飯村北2-11-8

0532-62-5829

大滝珠算学校（本校）
大滝珠算学校

横井 かおる 440-0862 豊橋市向山大池町12-21
大滝 徹

0532-53-1893

440-0863 豊橋市向山東町58-1

0532-63-0086

伊東珠算葵教室

中西 達也

441-0105 豊川町伊奈町北村228-4

0533-72-5000

三河珠算塾

山田 憲市

441-0312 豊川市御津町西方日暮8-2

0533-75-3324

大滝珠算学校嵩山教室

近藤 あかね 441-1111 豊橋市嵩山町字北貝津42

0532-75-3033

野口珠算教室

野口 由美

441-3142 豊橋市大岩町字東郷内254

0532-41-0970

山本珠算学校

古林 晴美

441-3301 豊橋市老津町字西高縄69

0532-23-0132

光松珠算学校

光松 泰史

441-3421 田原市田原町殿町4

0531-22-0521

吉見珠算教室

吉見 政信

441-8087 豊橋市牟呂町郷社2-25

0532-31-5057

牟呂珠算学校

山下 崇子

441-8089 豊橋市牟呂大西町5-6

0532-31-3729

佐藤珠算学校

佐藤 一夫

441-8106 豊橋市弥生町東豊和45

0532-45-0789

安達珠算教室

安達 栄子

441-8152 豊橋市三本木町字元三本木64-5

0532-46-2797

豊川珠算学校

古川 侃司

442-0006 豊川市三蔵子町宮前19-6

0533-89-0594

竹下珠算教室

鈴木 亜由美 442-0025 豊川市東豊町3-19

0533-84-3753

平田珠算学校

平田 令子

442-0027 豊川市桜木通1-17-2

0533-85-2570

西塚そろばんスクール

横畑 年子

442-0838 豊川市西塚町2-39-2

0533-83-4020

桜町珠算教室

古川 薫

442-0843 豊川市桜町Ⅰ-2-12

0533-86-6835

国府珠算

白井 満

442-0855 豊川市新栄町3-18

0533-87-3409

豊川市田珠算学校

古川 昇史

442-0862 豊川市市田町山鳥37

0533-86-3677

加藤珠算教室

加藤 綾子

444-0063 岡崎市元能美町138

0564-23-3967

長田学園宮地珠算教室
土井珠算教室
長田学園若松珠算教室
南部珠算教室
斉藤学園

瀬戸 知保子 444-0202 岡崎市宮地町前畑39
小縣 知子

0564-52-3995

444-0204 岡崎市土井町字炭焼20-3

0564-52-3023

各務 勉

444-0822 岡崎市若松東3-4-8

0564-53-3107

長田 義雄

444-0834 岡崎市柱町鐘場1-65

0564-51-3454

444-0869 岡崎市明大寺本町4-61

0564-21-1767

斎藤 充

坂口塾

坂口 久子

444-0904 岡崎市西大友町字杭穴4-6

0564-31-9630

岡田珠算学園

岡田 治代

444-0943 岡崎市矢作町大榎36

0564-31-6410

よし池珠算学園

竹内 行雄

444-1332 高浜市湯山町8-2-7

0566-53-4328

柴田珠算教室

柴田 美佐子 444-2134 岡崎市大樹寺3丁目6-27

0564-45-4474

岩津高等珠算学校

岩月 景香

444-2146 岡崎市東蔵前町火打山25-2

0564-45-2127

伊波珠算塾

伊波 章子

444-2149 岡崎市細川町山之神2-23

0564-45-4707

RINDA珠算教室

林田 明美

444-3231 豊田市花沢町井ノ下16

090-1561-4726

珠算塾山本
西尾田中珠算学校
安城高等珠算学校

山本 千恵子 444-3515 岡崎市桑谷町字鳶谷戸3
田中 恵子

445-0836 西尾市中町66-1

鈴木 美智代 446-0031 安城市朝日町1-6

0564-48-3194
0563-57-5014
0566-76-3391
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高根珠算教室

高根 弓子

446-0042 安城市大山町1-12-5

0566-74-4864

オオキヤ珠算塾

岩崎 昭和

448-0803 刈谷市野田町沖野84-7

0566-22-1316

矢田珠算塾

矢田 祥子

448-0845 刈谷市銀座5-53

0566-21-1478

黒川珠算学園

黒川 譲二

451-0053 名古屋市西区枇杷島5-20-14

052-521-2663

伊藤珠算学校

伊藤 のり子 453-0052 名古屋市中村区森末町3-12

052-471-9697

笠寺高等珠算学校

鈴木 直光

457-0043 名古屋市南区戸部町1-22

052-811-0594

白水高等珠算学校

竹内 彌市

457-0815 名古屋市南区柴田町4-26

052-611-5018

道徳高等珠算学校

三輪 章廣

457-0847 名古屋市南区道徳新町7-96

052-692-2925

石川速算実務学校

星 るみ

461-0011 名古屋市東区白壁2-1-18

052-962-0943

味鋺そろばん教室

森本 晴夫

462-0016 名古屋市北区中味鋺3-517 1-608

052-903-1246

山田珠算専修学園

寺尾 利光

462-0814 名古屋市北区山田西町3-127

052-981-6055

深田高等珠算学校

横江 直美

462-0845 名古屋市北区柳原1-13-10

052-981-4993

守山高等珠算学校

髙島 英二

463-0067 名古屋市守山区守山3-2-12

052-791-2282

瀬古高等珠算学校

立松 智恵子 463-0068 名古屋市守山区瀬古1-121

052-793-0811

ひかり珠算学園

永井 多恵

463-0087 名古屋市守山区大永寺町8

052-791-3283

元植田そろばん教室

中平 香代

468-0009 名古屋市天白区元植田3-704-2

052-806-6662

470-0153 愛知郡東郷町大字和合字前田76-5

052-755-1937

和合わいわい珠算教室

水川 淳

佐伯珠算教室

佐伯 昭一

470-0224 みよし市三好町平池7-19

0561-32-3297

平戸橋友愛珠算塾

吉田 英里

470-0331 豊田市平戸橋町波岩80-2

0565-45-6981

東海珠算学園

大久保 晶立 470-1167 豊明市栄町西大根78-11

0562-97-4667

深津珠算教室

深津 裕美

470-1206 豊田市永覚新町1-60-3

0565-27-1598

共育舎

平林 伸康

470-2216 知多市阿久比町植大大宮前11-5

0569-49-0035

近藤高等珠算学院

近藤 仁美

471-0014 豊田市東山町2-1589-3

0565-88-1729

田中高等珠算学校

田中 栄一

471-0078 豊田市昭和町4-83

0565-33-1366

高岡総合学園

佐本 愛美

473-0917 豊田市若林西町宮下21-1

0565-53-0269

酒井珠算教室

酒井 芳子

473-0936 豊田市西岡町前田37

0565-53-3458

珠算塾村田

村田 康代

473-0938 豊田市本田町代官橋12

0565-52-5065

酒井 一

473-0939 豊田市堤本町海道越6-1

0565-53-3458

酒井珠算学園
平洲高等珠算学校

加古 晶美

476-0011 東海市富木島町新長口54-10

052-601-6688

ソロバンスクール山下

山下 京子

476-0012 東海市富木島町伏見2-16-3

052-603-2981

愛知実務珠算学校

山内 詔治

483-8268 江南市島宮町水堀113

0587-56-2985

八橋珠算学園

八橋 知史

483-8387 江南市後飛保町新開148

0587-58-7600

小牧珠算学校

犬飼 正之

485-0041 小牧市小牧4-321

0568-77-8819

水野速算実務学園

水野 孝司

486-0932 春日井市松河戸町1-7-15

0568-81-3549

旭珠算学校

谷口 正子

489-0805 瀬戸市陶原町3-45

0561-21-2402

490-1137 海部郡大治町大字堀之内字郷中308

052-444-2223

490-1312 稲沢市下三宅町郷内308

0567-28-1509

491-0353 一宮市萩原町萩原字河原崎101

0586-68-5470

493-0001 一宮市木曽川町黒田字往還西北ノ切20-2

0586-86-3653

大治高等速算学校

安井 宏

平和高等速算学校

鈴木 隆雄

萩原高等珠算学校

森 庫市

木曽川高等珠算学校

大島 弘道
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東元珠算学校

東元 早苗

493-0001 一宮市木曽川町黒田字北宿一の切127

0586-87-3859

三条高等珠算学校

東 日出子

494-0003 一宮市三条字郷南東25-1

0586-62-2837

ソトー学園

髙橋 健治

495-0032 稲沢市祖父江町中牧1428

0587-97-3448

宮川高等珠算学校

山岸 正治

496-0856 津島市瑠璃小路町1-26

0567-26-4227

佐織高等速算学校
勝幡高等珠算学校

三輪田 英明 496-0914 愛西市東条町八江口67-1
堀田 光一

496-8001 愛西市勝幡町元池37番地

0567-31-3480
0567-28-7537

