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  ～本物のロボティクス学習を子ども達に～ 
 『タミヤロボットスクール』  

2019 年 10 月期 開講教室の募集開始! 
 
タミヤロボットスクールを展開する株式会社ナチュラルスタイル（本社:福井県福井市、代表:松田 優一、

以下、ナチュラルスタイル）は、2019 年 10 月期開講のフランチャイズ教室を下記の通り募集開始致します。 
タミヤロボットスクールは、2018 年４月より開講。全国 28 都道府県 92 教室にて FC 展開中です。（2019
年 4 月時点） 
年 2 回となる開講募集の、今回は第 4 期となる 2019 年 10 月開講教室の募集となります。 
 
■タミヤロボットスクール フランチャイズ事業説明会 

日程:5 月 24 日（金） 
会場:みんなの会議室 品川 RoomB 

（東京都港区高輪 3 丁目 24 番 18 号高輪エンパイヤビル地下 1 階） 
・JR 品川駅 徒歩 4 分 

内容:・スクール概要、カリキュラム、事業説明 
・教材確認、体験、個別相談 等 

 

参加お申込み 
https://tamiya-robotschool.com/form/fcsession/index.html 

 
※事前登録制となっております。ご登録はこちらよりお願い致します。 
※会場の都合上、定員になり次第、締め切らせて頂きます。 
※ご参加は当スクールの FC 運営をご検討の事業者様に限らせて頂きます。 

一般の方、同業他社様のご参加はご遠慮下さい。 
 
株式会社ナチュラルスタイル（https://na-s.jp/） 

代表者  代表取締役 松田 優一 
設立   2006 年 12 月 26 日 
所在地  【本社】福井県福井市和田東 1 丁目 222 SY ビル C 

【東京】東京都中央区日本橋本町 3-3-3 Clip1 階 
事業内容 システム・ソフトウェア開発、アプリ企画制作を手掛ける中、子ども向け 

プログラミング事業を積極的に展開中 
 
「タミヤロボットスクール」についての詳しい情報やお問い合わせは、下記 URL をご覧下さい。 
https://tamiya-robotschool.com 
 

お問合せ先 
株式会社ナチュラルスタイル 安中剛 
℡:03-6260-8712: Mail:hello@tamiya-robotschool.com 

 
 



 
【開講中の教室（2019 年 4 月時点）】 

みかんせい　帯広南の森教室 北海道 お宝あっとマーケット　町田教室 東京都

MIRAI BASE 函館美原教室 北海道 仲塾　大泉学園教室 東京都

札幌中央教室 北海道 ファイブ・テン　横浜二俣川教室 神奈川県

札幌ばらと教室 北海道 ONE　横浜中川教室 神奈川県

ノーティ 盛岡本宮教室 岩手県 プログラミング広場　新百合ヶ丘教室 神奈川県

ノーティ 花巻星が丘教室 岩手県 大和プログラミングスクール　大和駅前教室 神奈川県

学習館セイリング　桜ヶ丘教室 宮城県 武蔵小杉教室 神奈川県

学習館セイリング　仙台中山教室 宮城県 元住吉教室 神奈川県

こ～ぷプログラミングクラブ　高森教室 宮城県 川崎大師教室 神奈川県

こ～ぷプログラミングクラブ　錦町教室 宮城県 武蔵溝の口教室 神奈川県

こ～ぷプログラミングクラブ　明石台教室 宮城県 三条教室 新潟県

こ～ぷプログラミングクラブ　塩釜栄町教室 宮城県 富山南教室 富山県

こ～ぷプログラミングクラブ　榴岡教室 宮城県 シーブレーン　金沢教室 石川県

こ～ぷプログラミングクラブ　蛇田教室 宮城県 まんてん　二の宮教室 福井県

こ～ぷプログラミングクラブ　桜ヶ丘教室 宮城県 まんてん　やしろ教室 福井県

こ～ぷプログラミングクラブ　古川南教室 宮城県 エム・ライズ 富士河口湖教室 山梨県

こ～ぷプログラミングクラブ　富沢教室 宮城県 ナライ学習教室　飯田追手町教室 ⾧野県

こ～ぷプログラミングクラブ　名取西教室 宮城県 塩尻教室 ⾧野県

こ～ぷプログラミングクラブ　愛子教室 宮城県 岐阜本巣教室 岐阜県

こ～ぷプログラミングクラブ　加賀野教室 宮城県 飛騨高山教室 岐阜県

こ～ぷプログラミングクラブ　太子堂教室 宮城県 ICTものづくりキッズ  ウインメイト  東静岡教室 静岡県

こ～ぷプログラミングクラブ　鶴ヶ谷教室 宮城県 沼津教室 静岡県

こ～ぷプログラミングクラブ　八幡町教室 宮城県 富士宮教室 静岡県

こ～ぷプログラミングクラブ　利府教室 宮城県 ゆめフルたけとよスポーツクラブ　武豊教室 愛知県

こ～ぷプログラミングクラブ　岩切教室 宮城県 ジョイフルノイズ英会話　金山教室 愛知県

こ～ぷプログラミングクラブ　黒松教室 宮城県 名古屋御器所教室 愛知県

こ～ぷプログラミングクラブ　白石教室 宮城県 田中学習会　豊中向丘教室 大阪府

こ～ぷプログラミングクラブ　ハーモニー（東松島）教室 宮城県 田中学習会　千里丘駅前教室 大阪府

こ～ぷプログラミングクラブ　荒井教室 宮城県 田中学習会　池田駅前教室 大阪府

こ～ぷプログラミングクラブ　幸町教室 宮城県 ツクロ　益田教室 島根県

こ～ぷプログラミングクラブ　大富教室 宮城県 田中学習会　高島教室 岡山県

こ～ぷプログラミングクラブ　国見ヶ丘教室 宮城県 田中学習会　大元教室 岡山県

こ～ぷプログラミングクラブ　市名坂教室 宮城県 田中学習会　福浜教室 岡山県

こ～ぷプログラミングクラブ　郡山教室 福島県 田中学習会　倉敷福田教室 岡山県

こ～ぷプログラミングクラブ　コープマートいずみ教室 福島県 田中学習会　連島教室 岡山県

水戸教室 茨城県 表町こどもプロジェクト　表町教室 岡山県

宇都宮教室 栃木県 田中学習会　庚午教室 広島県

前橋教室 群馬県 田中学習会　広島皆実教室 広島県

大宮東口教室 埼玉県 田中学習会　可部教室 広島県

所沢教室 埼玉県 広島大手町教室 広島県

村上電子工房　八千代中央教室 千葉県 アクシオン　琴芝教室 山口県

津田沼教室 千葉県 SUNNYSIDE Programming School 丸亀教室 香川県

ガウディア　芝浦教室 東京都 SUNNYSIDE Programming School 宇多津教室 香川県

中野教室 東京都 FLYING・KIDS (フライング・キッズ）福岡　古賀教室 福岡県

国分寺駅前教室 東京都 FLYING・KIDS (フライング・キッズ）天神教室 福岡県

CoDoMo塾　東砂教室 東京都 プログラミングスクール ゴワス 薩摩川内教室 鹿児島県


