
◎会員証提示で利用できる施設
会員種別 現職会員 継続会員

補助金額 入会金全額補助
1講座につき3,000円の補助 1講座につき1,000円の補助

施設名 所在地 電話番号
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新宿教室 新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル 03-3344-1941

立川教室 立川市曙町2-1-1　ルミネ立川9F 042-527-6511

横浜教室 横浜市西区高島2-16-1　横浜ルミネ8F 045-453-1122

湘南教室 藤沢市藤沢438-1　ルミネ藤沢店9F 0466-24-2255

東京通信講座部 新宿区西新宿2-6-1 03-3344-2527

千葉教室 千葉市中央区中央1-11-1　三井ガーデンホテル千葉5F 043-227-0131

札幌教室 札幌市中央区北二条西1丁目　朝日ビル4F 011-222-4121

名古屋教室 名古屋市中区栄3-4-5　スカイル10F 052-249-5553

中之島教室 大阪市北区中之島2-3-18　中之島フェスティバルタワー18F 06-6222-5222

0797-38-2666

川西教室 川西市栄町25-1　アステ3F 072-755-2381

京都教室 京都市中京区河原町三条上ル　京都朝日会館8F 075-231-9693

北九州教室 北九州市小倉北区馬借1-3-9　クエスト第2ビル2・3F 093-521-8381

福岡教室 福岡市博多区博多駅前2-1-1　福岡朝日ビル8F 092-431-7751

くずは教室 枚方市楠葉花園町14-1　京阪くずは駅ビル3F 072-850-1500
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よみうりカルチャー恵比寿 渋谷区恵比寿南1-5-5　アトレ恵比寿7F 03-3473-5005

よみうりカルチャー荻窪 杉並区上荻1-7-1　ルミネ6F 03-3392-8891

よみうりカルチャー北千住 足立区千住旭町42-2　ルミネ9F 03-3870-2061

よみうりカルチャー錦糸町 墨田区江東橋3-14-5　テルミナ6F 03-5625-2131

よみうりカルチャー金町 03-5699-1151

よみうりカルチャー町屋 荒川区荒川7-20-1　区立町屋文化センター内 03-3802-7115

よみうりカルチャー大森 大田区大森北1-6-16　アトレ大森6F 03-5471-6311

よみうりカルチャー八王子 八王子市旭町1-1　セレオ八王子北館10F 042-622-6211

よみうりカルチャー川崎 川崎市川崎区駅前本町26-1　アトレ川崎5F 044-221-5590

よみうりカルチャー横浜 横浜市西区高島2-18-1　横浜新都市ビル（そごう）9F 045-465-2010

よみうりカルチャー柏 柏市柏1-1-20　スカイプラザ8F 04-7164-3151

よみうりカルチャー川口 川口市川口3-3　リプレ川口2番街4F 048-255-3085

よみうりカルチャー浦和 さいたま市浦和区仲町2-5-1ロイヤルパインズホテル浦和B1F 048-824-5711

よみうりカルチャー大宮 さいたま市大宮区錦町682-2　JACK 大宮1F 048-640-1110

よみうりカルチャー宇都宮 宇都宮市宮園町4-1　東武宮園町ビル5F 028-636-1818

よみうりカルチャー自由が丘 世田谷区奥沢5-27-5　魚菜ビル3F 03-3723-7100

よみうりカルチャー川越 川越市脇田本町14-12　第一住宅ビル5F 049-247-5000

※1 朝日カルチャーセンターは受講料（教材費を除く）10,000円（税込）以上の講座に限り補助が適用となります。
ただし、朝日カルチャーセンター　朝日 JTB・交流文化塾の｢協力施設｣（ゴルフ、陶芸、パソコン等）は、補助対象外になりますのでご注意ください。

※2 読売・日本テレビ文化センター及びカルチャーは受講料（教材費を含む）10,000円（税込）以上の講座に限り補助が適用となります。
※3 東京パソコンアカデミーは８時間以上のコースに限り補助が適用となります。シアルパソコンスクールはスタンダードプラン（6時間）、マンツーマンプ

ラン（4時間）及びホームページ作成レッスン（6時間）に限り補助が適用となります。
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施設名 所在地 電話番号

綱島カルチャーセンター 横浜市港北区綱島西2-6-17　黒川ビルモールリマーク2F 045-549-5411

港北カルチャーセンター 横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1港北東急 SC4F 045-948-5211

カルチャーセンター本牧 横浜市中区本牧原8-1　イオン本牧3番街2F 045-621-6251

ヨークカルチャーセンター上永谷 横浜市港南区丸山台1-13-7　ベルセブンビル4F 045-843-6561

ヨークカルチャーセンター都筑 横浜市都筑区池辺町4035-1　イトーヨーカドー3F 045-937-0811

バーズカルチャーセンター 横浜市港南区港南台3-3-1　港南台214ビル BF 045-831-5151

三ツ境カルチャーセンター 横浜市瀬谷区三ツ境2-1　相鉄三ツ境ビル B 棟2F 045-365-5491

ヨークカルチャーセンター小杉 川崎市中原区小杉町3-420　イトーヨーカドー5F 044-711-8322

相模原カルチャーセンター 相模原市南区古淵2-10-1　イオン相模原店3F 042-776-3011

相模原カルチャーセンター相模原駅ビル 相模原市中央区相模原1-1-19　相模原 it’s5F 042-786-2821

相模大野カルチャーセンター 相模原市南区相模大野3-1-7　カルチャービル2F 042-746-9411

南林間カルチャーセンター 大和市南林間1-6-11　小田急マルシェ2F 046-278-0311

厚木カルチャーセンター駅前教室 厚木市中町2-1-1 046-223-0307

厚木カルチャーセンター　 厚木市中町1-5-10　イオン厚木店7F 046-223-7351

ヨークカルチャーセンター大船 鎌倉市大船6-1-1　イトーヨーカドー1F 0467-47-4191

湘南モールカルチャーセンター 0466-35-9811

0466-31-0411

ヨークカルチャーセンター茅ヶ崎 茅ヶ崎市新栄町12-12　茅ヶ崎トラストビル3F 0467-58-1010

秦野カルチャーセンター 秦野市大秦町1-10　グランドホテル神奈中3F 0463-80-4411

カルチャーセンター小田原 小田原市中里208　ダイナシティ ウエスト4F 0465-46-1500

046-828-5911カルチャーセンターさいか屋横須賀 横須賀市大滝町1-9-18さいか屋横須賀北別館1～3階

カルチャープラザ平塚 平塚市天沼 10-1 ららぽーと湘南平塚3F 0463-24-8711

府中校 東京都府中市宮町2-15-13　第15三ツ木ビル3F 042-362-4791

柏校 千葉県柏市旭町1-7-3　飯塚ビル1F 04-7146-5818 　

古淵校 神奈川県相模原市南区古淵2-18-3　山政第1ビル5F 042-730-3366

新越谷校 埼玉県越谷市南越谷1-15-1　南越谷ラクーン5F 048-990-7777

シアルパソコンスクール
https://sialpcschool.yokohama/ 横浜市中区元町1-23-1　リバーサイド元町2F 045-232-4800
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◎会員及び家族が利用できる施設（割引）
LEC東京リーガルマインド
会員証のコピーを申込書と共に送付すると講座受講料の最大5%割引（併用可能な各種割引適用後）で受講できます。
　※司法試験・司法書士・弁理士の「初学者向けコース講座以外の講座」、法人・団体向け e-learning コース、および企業向け通信講座を除く。
　  利用方法 : ① LEC 東京リーガルマインドコールセンター（☎0570-064-464）に直接電話をし、振興会の会員である旨を伝える。

② LEC 東京リーガルマインドから送られてくる申込書に必要事項を記入し、会員証のコピーを同封して返送する。
施設名 所在地 電話番号

渋谷駅前本校 渋谷区道玄坂2-6-17　渋東シネタワー（受付10F） 03-3464-5001
池袋本校 豊島区南池袋1-25-11　第15野萩ビル（受付4F） 03-3984-5001
水道橋本校 千代田区神田三崎町2-2-15 Daiwa 三崎町ビル（受付1F） 03-3265-5001
新宿エルタワー本校 新宿区西新宿1-6-1　新宿エルタワー（受付18F） 03-5325-6001
横浜本校 横浜市西区北幸2-4-3 北幸 GM21ビル 045-311-5001

※一部割引対象外の講座がありますので、詳しくはコールセンターへお問い合わせください。

上記のほか英会話イーオンの各教室でも補助が受けられます。（上記は参考として神奈川県の教室を掲載しております。）

※LEC東京リーガルマインドが主催する通学、通信及びWeb講座が割引の対象になりますが必ずコールセンターへ受講申込をしてください。

◎事前申し込みが必要な施設
英会話イーオン
会員種別 現職会員 継続会員

補助金額等
入会金免除
受講料10% 割引
1講座につき10,000円の補助

入会金免除
受講料10% 割引
1講座につき1,000円の補助

※上記特典は、受講料及び教材費の合計が50,000円以上 ( 消費税込 ) の講座に限ります。
　特典は契約変更時、更新時にも割引の適用が可能です。
※インターネットレッスンも割引の適用が可能です。
※会員の家族 ( 同居の高校生以上 ) が受講する場合、「補助金」は支給されません。
　「入学金免除」、「受講料10％割引」のみの適用となります。
　利用方法  ①受講申込書に必要事項をご入力の上、メールまたは FAX で申し込む。
　　　　　  ②各スクール訪問日に会員証を提示する。
　問合せ先・☎ 03-5381-1513（担当：星野）
　申 込 先・  mhoshino@corp.aeonet.co.jp　・

施設名 所在地
金沢八景校 横浜市金沢区瀬戸15-10　萬寿穂ビル宝寿 3F
横浜本校 横浜市西区北幸1-1-8　エキニア横浜8F
新横浜校 横浜市港北区新横浜3-6-4　新横浜千歳観光ビル ９F
横浜元町校 横浜市中区石川町1-13-5　豆文ビル4F
日吉東急アベニュー校 横浜市港北区日吉2-1-1　日吉東急アベニュー本館3F
中山校 横浜市緑区中山1-22-1　中山駅前エストビル 5F
溝の口校 川崎市高津区溝口1-3-1　ノクティプラザ8F
相模大野ステーションスクエア校 相模原市南区相模大野3-8-1　相模大野ステーションスクエア8F
橋本校 相模原市緑区橋本6-2-1　イオン橋本店5F
鶴見校 横浜市鶴見区豊岡3-28　鶴見コーリンビル3F
本厚木校 厚木市中町2-1-7　藍澤ビル4F
小田原駅前校 小田原市栄町1-3-15　箱根登山スカイラークビル3F
東戸塚校 横浜市戸塚区品濃町539-6　アーバン東戸塚6F
川崎ルフロン校 川崎市川崎区日進町1-11　ルフロン10F
川崎駅前校 川崎市川崎区駅前本町11-1　パシフィックマークス川崎 11F
平塚校 平塚市宝町2-1　ホーメスト平塚共同ビル5F
藤沢OPA校 藤沢市南藤沢22-3　藤沢 OPA 7F
新百合丘OPA校 川崎市麻生区上麻生1-1-1　新百合ヶ丘 OPA 5F
青葉台東急スクエア校 横浜市青葉区青葉台1-7-1　青葉台東急スクエア South-2 7F
湘南台校 藤沢市湘南台1-4-1　小田急マルシェ湘南台4F
武蔵小杉校 川崎市中原区小杉町1-403　武蔵小杉 STM ビル6F
上大岡校 横浜市港南区上大岡西1-18-3　mioka リスト館7F
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