
店舗名 郵便番号 都道府県 住所１（番地まで） 住所２（建物名以降） ＴＥＬ

京進の中学・高校受験TOPΣ　安曇川校 5201216 滋賀県 高島市安曇川町中央4丁目1番5号 0740-32-3810

京進の中学・高校受験TOPΣ　石山校 5200833 滋賀県 大津市晴嵐1丁目1-8 077-537-7338

京進の中学・高校受験TOPΣ　稲枝校 5211125 滋賀県 彦根市稲枝町16-1 0749-43-6788

京進の中学・高校受験TOPΣ　叡山校 5200113 滋賀県 大津市坂本3丁目18-75 077-579-8780

京進の中学・高校受験TOPΣ　近江八幡校 5230891 滋賀県 近江八幡市鷹飼町1558-2 0748-32-2424

京進の中学・高校受験TOPΣ　堅田校 5200242 滋賀県 大津市本堅田5丁目21-9 077-573-0034

京進の中学・高校受験TOPΣ　河瀬校 5220222 滋賀県 彦根市南川瀬町1520-2　 蓮沼ビル 0749-25-5030

京進の中学・高校受験TOPΣ　貴生川校 5280042 滋賀県 甲賀市水口町虫生野中央45 0748-63-4891

京進の中学・高校受験TOPΣ　草津校 5250032 滋賀県 草津市大路1丁目1-1 エルティくさつ4F 077-565-9095

京進の中学・高校受験TOPΣ　甲西校 5203235 滋賀県 湖南市平松北1丁目41番地 0748-72-8337

京進の中学・高校受験TOPΣ　瀬田校 5202152 滋賀県 大津市月輪1丁目3-8 アル・プラザ瀬田4階 077-543-1753

京進の中学・高校受験TOPΣ　長浜校 5260056 滋賀県 長浜市朝日町10-8 0749-65-2481

京進の中学・高校受験TOPΣ　西大津校 5200037 滋賀県 大津市御陵町6-25 077-524-6851

京進の中学・高校受験TOPΣ　能登川校 5211224 滋賀県 東近江市東近江市林町18 0748-42-6460

京進の中学・高校受験TOPΣ　彦根校 5220075 滋賀県 彦根市佐和町9-22 0749-26-4510

京進の中学・高校受験TOPΣ　水口校 5280036 滋賀県 甲賀市水口町東名坂210-1 0748-63-7170

京進の中学・高校受験TOPΣ　南彦根校 5220043 滋賀県 彦根市小泉町300-8 0749-27-3221

京進の中学・高校受験TOPΣ　守山校 5240021 滋賀県 守山市吉身6丁目7-5 077-582-0570

京進の中学・高校受験TOPΣ　野洲校 5202362 滋賀県 野洲市市三宅2513 077-586-6111

京進の中学・高校受験TOPΣ　八日市校 5270021 滋賀県 東近江市八日市東浜町1-3 0748-22-8411

京進の中学・高校受験TOPΣ　栗東駅前校 5203031 滋賀県 栗東市綣6丁目13番17号 077-551-0460

京進の中学・高校受験TOPΣ　南草津校 5250055 滋賀県 草津市野路町686　 LAFLA1階 077-565-6577

京進の中学・高校受験TOPΣ　膳所校 5200802 滋賀県 大津市打出浜14-30 Oh!Me 大津TERRACE サテライト1・2階 077-510-0588

京進の中学・高校受験TOPΣ　手原校 5203047 滋賀県 栗東市手原2丁目7番2号 077-552-0591

京進の大学受験TOPΣ 草津校 5250032 滋賀県 草津市大路1丁目1-1 エルティくさつ4F 077-565-8821

京進の大学受験TOPΣ　長浜校 5260057 滋賀県 長浜市北船町432 　 あさひビル２階 0749-65-2615

京進の大学受験TOPΣ 彦根校 5220074 滋賀県 彦根市大東町2番28号　 アル・プラザ彦根5階 0749-27-1931

京進の大学受験TOPΣ　八日市校 5270011 滋賀県 東近江市八日市浜野町3-1 アル・プラザ八日市(アピア)4F 0748-25-0373

京進の大学受験TOPΣ 膳所校 5200802 滋賀県 大津市馬場3丁目１-20 東洋建設ビル2階 077-510-0589

京進の個別指導スクール・ワン　石山教室 5200832 滋賀県 大津市粟津町2番49号　 オプト石山 077-533-3636

京進の個別指導スクール・ワン　近江八幡教室 5230891 滋賀県 近江八幡市鷹飼町456-5 0748-32-1285

京進の個別指導スクール・ワン　近江八幡東教室 5230898 滋賀県 近江八幡市鷹飼南4丁目1-2　 イオン近江八幡3番街1F 0748-38-5061

京進の個別指導スクール・ワン　堅田教室 5200242 滋賀県 大津市本堅田4丁目15-25-101　 グラン・ドムール大津堅田1F 077-571-0817

京進の個別指導スクール・ワン　河瀬教室 5220223 滋賀県 彦根市川瀬馬場町字野中954-7 0749-25-4356

京進の個別指導スクール・ワン　貴生川教室 5280049 滋賀県 甲賀市水口町貴生川虫生野中央63-2　 小森マンション1階 0748-63-6639

京進の個別指導スクール・ワン　草津教室 5250032 滋賀県 草津市大路1丁目1-1 エルティくさつ3F 077-561-9723

京進の個別指導スクール・ワン　滋賀高月教室 5290241 滋賀県 長浜市高月町高月955-1  0749-85-8021

京進の個別指導スクール・ワン　膳所教室 5200802 滋賀県 大津市馬場2丁目10-16　 ZEZE駅前キューズ2階 077-511-4311

京進の個別指導スクール・ワン　瀬田教室 5202144 滋賀県 大津市大萱1丁目18番地34号　 中川ビル3F3-B 077-543-5717

京進の個別指導スクール・ワン　西大津教室 5200025 滋賀県 大津市皇子が丘2丁目10-27　 西大津ISビル4階 077-511-5930

京進の個別指導スクール・ワン　能登川教室 5211221 滋賀県 東近江市東近江市垣見町716　 カワイビル2階 0748-42-9790

京進の個別指導スクール・ワン　彦根教室 5220075 滋賀県 彦根市佐和町11-33 0749-24-8113

京進の個別指導スクール・ワン　南草津教室 5250055 滋賀県 草津市野路町686　 LAFLA1階 077-565-2920

京進の個別指導スクール・ワン　南彦根教室 5220043 滋賀県 彦根市小泉町300-7　 北川ビル 0749-21-5241

京進の個別指導スクール・ワン　守山教室 5240037 滋賀県 守山市梅田町224-5　 山口屋ビル5階 077-582-8188

京進の個別指導スクール・ワン　野洲教室 5202361 滋賀県 野洲市北野1丁目13番20号　 三甲ビル2階 077-586-6920

京進の個別指導スクール・ワン　八日市教室 5270012 滋賀県 東近江市八日市本町4番8号　 国華ビル2階 0748-25-7102

京進の個別指導スクール・ワン　栗東駅前教室 5203031 滋賀県 栗東市綣2丁目4番5号　 ウイングプラザ 077-553-1995

京進の個別指導スクール・ワン　石山寺教室 5200861 滋賀県 大津市石山寺3丁目22-11 077-531-1525

京進の個別指導スクール・ワン　浜大津教室 5200047 滋賀県 大津市浜大津2-1-28　 森田ビル5F 077-510-5377

京進の個別指導スクール・ワン　長浜教室 5260037 滋賀県 長浜市高田町9-15　 長浜セントラルビル2F 0749-68-1819

京進の個別指導スクール・ワン　甲西教室 5203235 滋賀県 湖南市平松北1丁目45番地 エクセル甲西2F 0748-71-4711

京進の個別指導スクール・ワン　安曇川教室 5201216 滋賀県 高島市安曇川町中央1丁目1-1　 梅久センターワン　1F 0740-32-0199

京進の個別指導スクール・ワン　米原教室 5210014 滋賀県 米原市梅ヶ原栄31番地 0749-52-8039

京進の個別指導スクール・ワン　和邇教室 5200522 滋賀県 大津市和邇中浜444-1　 Ｓ・Ｒビル１階 077-594-8031

京進の個別指導スクール・ワン　手原教室 5203047 滋賀県 栗東市手原2丁目7番2号 077-599-0023

京進の英会話　ユニバーサルキャンパス　草津校 5250032 滋賀県 草津市大路1丁目1-1 エルティくさつ3F 077-564-8779

京進の英会話　ユニバーサルキャンパス　近江八幡校 5230891 滋賀県 近江八幡市鷹飼町179 アクア21 1F (イオン近江八幡2番街1F) 0748-43-2651

京進の英会話　ユニバーサルキャンパス　大津校 5200806 滋賀県 大津市打出浜14-30 Oh!Me 大津TERRACE　サテライト3F 077-536-5623

京進の英会話　ユニバーサルキャンパス　瀬田校 5202152 滋賀県 大津市月輪1丁目3-8 アル・プラザ瀬田4階 077-526-7707

京進の英会話　ユニバーサルキャンパス　南彦根校 5220043 滋賀県 彦根市小泉町300-9 サンロードビルⅡ201 0749-49-2170


