
＊＊ ＊＊ ＊＊   主主主主主主主主ななななななななココココココココーーーーーーーーススススススススのののののののの学学学学学学学学費費費費費費費費  ＊＊ ＊＊ ＊＊   
主主主主なク ラ スとなク ラ スとなク ラ スとなク ラ スと 、、、、そのそのそのその学費学費学費学費をををを記記記記し ますし ますし ますし ます。。。。キャ ン ペーンキャ ン ペーンキャ ン ペーンキャ ン ペーン 中中中中のののの割引入学金割引入学金割引入学金割引入学金をごをごをごをご利用利用利用利用
いただければいただければいただければいただければ入学入学入学入学のごのごのごのご予算予算予算予算がががが立立立立てやすく なり ますてやすく なり ますてやすく なり ますてやすく なり ます。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくわせくわせくわせく
ださ いださ いださ いださ い。。。。        
 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ・・・・案内書案内書案内書案内書（（（（無料無料無料無料））））請求請求請求請求はははは ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ ０１２０－００９－０３５ 

または tel. ０３－３７１８－３５１１またはまたはまたはまたは、、、、FaxFaxFaxFax    ０３０３０３０３－－－－３７１８３７１８３７１８３７１８－－－－３７９８３７９８３７９８３７９８    までまでまでまで    

  

 

入学金   無 料 （キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン中中中中！！！！    通常 \ 16,500） 
    

＊ ＜＜＜＜入学金入学金入学金入学金＞＞＞＞はははは受講受講受講受講クラスクラスクラスクラス数数数数にかかわりなくにかかわりなくにかかわりなくにかかわりなく１１１１度度度度のみのみのみのみ頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。生涯有効生涯有効生涯有効生涯有効でででで、、、、再入学再入学再入学再入学のののの際際際際はははは必要必要必要必要

あああありませんりませんりませんりません＊＊＊＊    

    

                                                                                    

成人向成人向成人向成人向けコ ースけコ ースけコ ースけコ ース    

英英英英    会会会会    話話話話 

 

イブニング・コースイブニング・コースイブニング・コースイブニング・コース    ＆＆＆＆    土曜日英語土曜日英語土曜日英語土曜日英語コースコースコースコース        

＊ 夜と土曜日の成人英会話コース。 

 

イブニング・コースイブニング・コースイブニング・コースイブニング・コース  週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)     \ 17,070 (消費税込み) （３ヶ月 \ 50,600, ６ヶ月 \ 95,700 もあります） 

テキスト代 実費  

 

＊ 

イブニング・コースには、週１回４０分レッスンで、定員３名（平均 2 名）のクラスもあります。 

授業料は、週１回４０分レッスン月謝 \13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430  ６ヶ月 \ 76,470） 

 
 

デイ・コースデイ・コースデイ・コースデイ・コース        
＊ 昼間の成人英会話コース 

 

週１回５０分レッスン  クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)     \ 17,070 (消費税込み) （３ヶ月 \ 50,600, ６ヶ月 \95,700 もあります） 

テキスト代 実費  

＊ 

 

デイ・コースには、週１回４０分レッスンで、定員３名（平均 2 名）のクラスもあります。 

授業料は、 週１回４０分レッスン月謝 \13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430 ６ヶ月 \ 76,470） 



プライムプライムプライムプライム・イングリシュ・コース・イングリシュ・コース・イングリシュ・コース・イングリシュ・コース        

    
＊６０歳以上、５０歳以上、４０歳以上等の年齢別編成クラスです。 

当校はシニアのクラスを他に先駆けて開始し、「壮年・高年者のクラス発祥の教室」として 

受講者の方に満足頂けるような経験も豊かです。 

 

週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)     \ 17,070 (消費税込み)  （３ヶ月 \ 50,600, ６ヶ月 \95,700 もあります） 

テキスト代 実費 

 

＊ 

    

フランスフランスフランスフランス語語語語        

クール・デクール・デクール・デクール・デュ・ュ・ュ・ュ・ソワールソワールソワールソワール    夜と土曜日の成人フランス語コース。 

 

週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)    \ 17,070 (消費税込み) （３ヶ月 \ 50,600, ６ヶ月 \95,700 もあります） 

テキスト代 実費  

 

＊ 

 

クール・ドゥ・ラ・ジュルネクール・ドゥ・ラ・ジュルネクール・ドゥ・ラ・ジュルネクール・ドゥ・ラ・ジュルネ    昼間の成人フランス語コース。 

 

週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)     \ 17,070 (消費税込み) （３ヶ月  \ 50,600, ６ヶ月 \95,700 もあります） 

テキスト代 実費 

  

 

小学小学小学小学・・・・中学中学中学中学・・・・高校生対象高校生対象高校生対象高校生対象コ ースコ ースコ ースコ ース    

子ども英語塾   Power Kids English Course  （１クラス定員４名まで) 

授業料(月謝)   １年生～４年生 ： \ 8,160 (消費税込み)  40 分レッスン 

            ５年生、６年生 ： \ 9,210 (消費税込み)  45 分レッスン 

テキスト代 実費 

* 

中学生英語塾 （（（（1111 クラスクラスクラスクラス定員定員定員定員４４４４名名名名までまでまでまで））））     
授業料(月謝)        \11,810 (消費税込み)  45 分レッスン 

テキスト代 実費 

* 

高校生英語塾 大学入試大学入試大学入試大学入試でのでのでのでの高得点取得高得点取得高得点取得高得点取得をををを目指目指目指目指ししししますますますます。。。。生涯生涯生涯生涯、、、、英語力英語力英語力英語力をををを更更更更にににに向上向上向上向上ささささせるせるせるせる    

                                基礎基礎基礎基礎をををを創創創創りますりますりますります。。。。        （（（（1111 クラスクラスクラスクラス定員定員定員定員３３３３名名名名までまでまでまで））））                                                                                                        

授業料(月謝)        \ 17,060 (消費税込み)  ５０分レッスン 

テキスト代 実費 

 



アドレサンアドレサンアドレサンアドレサン    フランスフランスフランスフランス語語語語    週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)         \ 17,070 (消費税込み)  （３ヶ月 \ 50,600）   

テキスト代 実費 

 

 

週１回４０分レッスンで、定員３名（平均 2 名）のクラスもあります。 

週１回４０分レッスン(月謝) \13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430） 

テキスト代 実費  

         

 

帰国子女帰国子女帰国子女帰国子女コ ースコ ースコ ースコ ース    
 

当校が得意とする分野です。 

帰国子女の方の語学経験は年齢、滞在期間、滞在国、滞在国での学校の授業等で、多様

です。読み書きに優れている人、話し方に秀でている人、知識が豊富な人など、さまざま

です。 

当校では、受講者が、その英語力を維持し、さらにより高度の実力が身に付くことを目

標として教授します。 

ネイティブ・スピーカーの講師が担当します。 

 

 当校では、帰国子女の方の多様性に応えるため、「定員１名の定期クラス」で行っていま

す。 

同じ内容でマンツーマンクラスを受講することもできます。 

    
    

帰国子女英語帰国子女英語帰国子女英語帰国子女英語コースコースコースコース    週１回４０分レッスン   クラス定員１名の定期クラス 
    

授業料(月謝)     \ 19,150 (消費税込み) （３ヶ月 \ 56,940） 

テキスト代 実費 

 

 
 
    

帰国子女帰国子女帰国子女帰国子女フランスフランスフランスフランス語語語語コースコースコースコース    週１回４０分レッスン クラス定員１名の定期クラス 

 

授業料(月謝)     \ 19,150 （消費税込み） （３ヶ月 \ 56,940）   

テキスト代 実費 

 

 
    

幼児幼児幼児幼児童童童童コ ースコ ースコ ースコ ース    
    

原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、５５５５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの幼児童幼児童幼児童幼児童がががが対象対象対象対象ですですですです。。。。児童児童児童児童はははは年齢年齢年齢年齢によりによりによりにより知性知性知性知性のののの発達段階発達段階発達段階発達段階がががが異異異異なりまなりまなりまなりま

すすすす。。。。    

当校当校当校当校ではではではでは生徒生徒生徒生徒のののの語学語学語学語学レベルとレベルとレベルとレベルと年齢年齢年齢年齢とにとにとにとに配慮配慮配慮配慮してしてしてして、、、、きめきめきめきめ細細細細かくかくかくかくクラスクラスクラスクラス分分分分けをしますけをしますけをしますけをします。。。。同同同同じじじじ語語語語

学学学学レベルでレベルでレベルでレベルで、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、１１１１歳歳歳歳のののの年齢差年齢差年齢差年齢差内内内内ででででクラスをクラスをクラスをクラスを組組組組みますみますみますみます。。。。    



幼児英語幼児英語幼児英語幼児英語クラスクラスクラスクラス 週１回４０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

 
    

授業料(月謝)     \13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430） 

テキスト代 実費 

 

* 
    

幼児幼児幼児幼児童童童童フランスフランスフランスフランス語語語語クラスクラスクラスクラス    週１回４０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

 

授業料(月謝)     13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430）   

テキスト代 実費 

 

* 

    
    
    

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ・・・・案内書案内書案内書案内書（（（（無料無料無料無料））））請求請求請求請求はははは ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ ０１２０－００９－０３５ 

または tel. ０３－３７１８－３５１１またはまたはまたはまたは、、、、FaxFaxFaxFax    ０３０３０３０３－－－－３７１８３７１８３７１８３７１８－－－－３７９８３７９８３７９８３７９８    までまでまでまで    



＊＊ ＊＊ ＊＊   主主主主主主主主ななななななななココココココココーーーーーーーーススススススススのののののののの学学学学学学学学費費費費費費費費  ＊＊ ＊＊ ＊＊   
主主主主なク ラ スとなク ラ スとなク ラ スとなク ラ スと 、、、、そのそのそのその学費学費学費学費をををを記記記記し ますし ますし ますし ます。。。。キャ ン ペーンキャ ン ペーンキャ ン ペーンキャ ン ペーン 中中中中のののの割引入学金割引入学金割引入学金割引入学金をごをごをごをご利用利用利用利用
いただければいただければいただければいただければ入学入学入学入学のごのごのごのご予算予算予算予算がががが立立立立てやすく なり ますてやすく なり ますてやすく なり ますてやすく なり ます。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくわせくわせくわせく
ださ いださ いださ いださ い。。。。        
 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ・・・・案内書案内書案内書案内書（（（（無料無料無料無料））））請求請求請求請求はははは ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ ０１２０－００９－０３５ 

または tel. ０３－３７１８－３５１１またはまたはまたはまたは、、、、FaxFaxFaxFax    ０３０３０３０３－－－－３７１８３７１８３７１８３７１８－－－－３７９８３７９８３７９８３７９８    までまでまでまで    

  

 

入学金   無 料 （キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン中中中中！！！！    通常 \ 16,500） 
    

＊ ＜＜＜＜入学金入学金入学金入学金＞＞＞＞はははは受講受講受講受講クラスクラスクラスクラス数数数数にかかわりなくにかかわりなくにかかわりなくにかかわりなく１１１１度度度度のみのみのみのみ頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。生涯有効生涯有効生涯有効生涯有効でででで、、、、再入学再入学再入学再入学のののの際際際際はははは必要必要必要必要

あああありませんりませんりませんりません＊＊＊＊    

    

                                                                                    

成人向成人向成人向成人向けコ ースけコ ースけコ ースけコ ース    

英英英英    会会会会    話話話話 

 

イブニング・コースイブニング・コースイブニング・コースイブニング・コース    ＆＆＆＆    土曜日英語土曜日英語土曜日英語土曜日英語コースコースコースコース        

＊ 夜と土曜日の成人英会話コース。 

 

イブニング・コースイブニング・コースイブニング・コースイブニング・コース  週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)     \ 17,070 (消費税込み) （３ヶ月 \ 50,600, ６ヶ月 \ 95,700 もあります） 

テキスト代 実費  

 

＊ 

イブニング・コースには、週１回４０分レッスンで、定員３名（平均 2 名）のクラスもあります。 

授業料は、週１回４０分レッスン月謝 \13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430  ６ヶ月 \ 76,470） 

 
 

デイ・コースデイ・コースデイ・コースデイ・コース        
＊ 昼間の成人英会話コース 

 

週１回５０分レッスン  クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)     \ 17,070 (消費税込み) （３ヶ月 \ 50,600, ６ヶ月 \95,700 もあります） 

テキスト代 実費  

＊ 

 

デイ・コースには、週１回４０分レッスンで、定員３名（平均 2 名）のクラスもあります。 

授業料は、 週１回４０分レッスン月謝 \13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430 ６ヶ月 \ 76,470） 



プライムプライムプライムプライム・イングリシュ・コース・イングリシュ・コース・イングリシュ・コース・イングリシュ・コース        

    
＊６０歳以上、５０歳以上、４０歳以上等の年齢別編成クラスです。 

当校はシニアのクラスを他に先駆けて開始し、「壮年・高年者のクラス発祥の教室」として 

受講者の方に満足頂けるような経験も豊かです。 

 

週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)     \ 17,070 (消費税込み)  （３ヶ月 \ 50,600, ６ヶ月 \95,700 もあります） 

テキスト代 実費 

 

＊ 

    

フランスフランスフランスフランス語語語語        

クール・デクール・デクール・デクール・デュ・ュ・ュ・ュ・ソワールソワールソワールソワール    夜と土曜日の成人フランス語コース。 

 

週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)    \ 17,070 (消費税込み) （３ヶ月 \ 50,600, ６ヶ月 \95,700 もあります） 

テキスト代 実費  

 

＊ 

 

クール・ドゥ・ラ・ジュルネクール・ドゥ・ラ・ジュルネクール・ドゥ・ラ・ジュルネクール・ドゥ・ラ・ジュルネ    昼間の成人フランス語コース。 

 

週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)     \ 17,070 (消費税込み) （３ヶ月  \ 50,600, ６ヶ月 \95,700 もあります） 

テキスト代 実費 

  

 

小学小学小学小学・・・・中学中学中学中学・・・・高校生対象高校生対象高校生対象高校生対象コ ースコ ースコ ースコ ース    

子ども英語塾   Power Kids English Course  （１クラス定員４名まで) 

授業料(月謝)   １年生～４年生 ： \ 8,160 (消費税込み)  40 分レッスン 

            ５年生、６年生 ： \ 9,210 (消費税込み)  45 分レッスン 

テキスト代 実費 

* 

中学生英語塾 （（（（1111 クラスクラスクラスクラス定員定員定員定員４４４４名名名名までまでまでまで））））     
授業料(月謝)        \11,810 (消費税込み)  45 分レッスン 

テキスト代 実費 

* 

高校生英語塾 大学入試大学入試大学入試大学入試でのでのでのでの高得点取得高得点取得高得点取得高得点取得をををを目指目指目指目指ししししますますますます。。。。生涯生涯生涯生涯、、、、英語力英語力英語力英語力をををを更更更更にににに向上向上向上向上ささささせるせるせるせる    

                                基礎基礎基礎基礎をををを創創創創りますりますりますります。。。。        （（（（1111 クラスクラスクラスクラス定員定員定員定員３３３３名名名名までまでまでまで））））                                                                                                        

授業料(月謝)        \ 17,060 (消費税込み)  ５０分レッスン 

テキスト代 実費 

 



アドレサンアドレサンアドレサンアドレサン    フランスフランスフランスフランス語語語語    週１回５０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

授業料(月謝)         \ 17,070 (消費税込み)  （３ヶ月 \ 50,600）   

テキスト代 実費 

 

 

週１回４０分レッスンで、定員３名（平均 2 名）のクラスもあります。 

週１回４０分レッスン(月謝) \13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430） 

テキスト代 実費  

         

 

帰国子女帰国子女帰国子女帰国子女コ ースコ ースコ ースコ ース    
 

当校が得意とする分野です。 

帰国子女の方の語学経験は年齢、滞在期間、滞在国、滞在国での学校の授業等で、多様

です。読み書きに優れている人、話し方に秀でている人、知識が豊富な人など、さまざま

です。 

当校では、受講者が、その英語力を維持し、さらにより高度の実力が身に付くことを目

標として教授します。 

ネイティブ・スピーカーの講師が担当します。 

 

 当校では、帰国子女の方の多様性に応えるため、「定員１名の定期クラス」で行っていま

す。 

同じ内容でマンツーマンクラスを受講することもできます。 

    
    

帰国子女英語帰国子女英語帰国子女英語帰国子女英語コースコースコースコース    週１回４０分レッスン   クラス定員１名の定期クラス 
    

授業料(月謝)     \ 19,150 (消費税込み) （３ヶ月 \ 56,940） 

テキスト代 実費 

 

 
 
    

帰国子女帰国子女帰国子女帰国子女フランスフランスフランスフランス語語語語コースコースコースコース    週１回４０分レッスン クラス定員１名の定期クラス 

 

授業料(月謝)     \ 19,150 （消費税込み） （３ヶ月 \ 56,940）   

テキスト代 実費 

 

 
    

幼児幼児幼児幼児童童童童コ ースコ ースコ ースコ ース    
    

原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、５５５５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの幼児童幼児童幼児童幼児童がががが対象対象対象対象ですですですです。。。。児童児童児童児童はははは年齢年齢年齢年齢によりによりによりにより知性知性知性知性のののの発達段階発達段階発達段階発達段階がががが異異異異なりまなりまなりまなりま

すすすす。。。。    

当校当校当校当校ではではではでは生徒生徒生徒生徒のののの語学語学語学語学レベルとレベルとレベルとレベルと年齢年齢年齢年齢とにとにとにとに配慮配慮配慮配慮してしてしてして、、、、きめきめきめきめ細細細細かくかくかくかくクラスクラスクラスクラス分分分分けをしますけをしますけをしますけをします。。。。同同同同じじじじ語語語語

学学学学レベルでレベルでレベルでレベルで、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、１１１１歳歳歳歳のののの年齢差年齢差年齢差年齢差内内内内ででででクラスをクラスをクラスをクラスを組組組組みますみますみますみます。。。。    



幼児英語幼児英語幼児英語幼児英語クラスクラスクラスクラス 週１回４０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

 
    

授業料(月謝)     \13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430） 

テキスト代 実費 

 

* 
    

幼児幼児幼児幼児童童童童フランスフランスフランスフランス語語語語クラスクラスクラスクラス    週１回４０分レッスン、クラス定員３名（平均 2 名） 

 

授業料(月謝)     13,610 (消費税込み) （３ヶ月 \40,430）   

テキスト代 実費 

 

* 

    
    
    

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ・・・・案内書案内書案内書案内書（（（（無料無料無料無料））））請求請求請求請求はははは ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ ０１２０－００９－０３５ 

または tel. ０３－３７１８－３５１１またはまたはまたはまたは、、、、FaxFaxFaxFax    ０３０３０３０３－－－－３７１８３７１８３７１８３７１８－－－－３７９８３７９８３７９８３７９８    までまでまでまで    


