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保存版 26年度 10月以降・☆英語&中国語☆ 各クラスのレッスン料金及び利用規約 

Flex English Community ☎090-2514-6064/21-3366 
 

＊年会費 1050円＊入会金グループ3150円/個別5250円＊単語テスト(又はプリント代)年間 1575円  

＊グループ振替レッスン 1回 100円 (CoreEDは振替無料) 

＊マンツーマンの振替は時間により315~525円料金表参照 ＊料金は2014年4月より3％加算されます。 

 
 

グループレッスン 
 

CoreEd Direct Course 外国人講師 振替無料(二人で受講する場合週１月謝4515円) 

英検に合格した後はこのコースがお勧めです。ダイレクトメソッドとデュアルメソッドを短時間(30分～

40分)で行います。本気で英語を話す為には、勉強だけでは叶いません。後悔しない為にも訓練あるのみで

す。英検に合格する為のレッスンは、英検コース又はマンツーマンをお選び下さい。注：集中してレッスンを

行いますので,お子様によっては嫌がる場合がございます。その際は通常グループレッスンが良いと思います。 
 

CoreEd Direct Course➊コアーイーディーダイレクト週 1コース 3990円 

CoreEd Direct Course➋コアーイーディーダイレクト週2コース 7390円 

CoreEd Direct Course➌コアーイーディーダイレクト週3コース 9990円 
 

 

受講例   CoreEd Direct週 1コース＋15分英検マンツーマン=6720円 

CoreEd Direct週 1コース＋30分英検マンツーマン=9450円 

CoreEd Direct週 1コース＋英検グループ=6300円 

CoreEd Direct週2コース＋30分英検マンツーマン=12850円 

CoreEd Direct週2コース＋英検グループ=9700円 

CoreEd Direct週3コース＋30分英検マンツーマン=15450円 
 

 

週 1回コース 外国人 0才から大人 
＊主に日常会話のトレーニングをします。子どもレッスンではたくさんの教材を用意しております。英

検クラスのみの生徒様も週 1 コースと同じ料金です。注:グループの人数が 3 人以下になった場合、イ

ンペリアルレッスン料金になるか、時間短縮のどちらかをご選択頂きます。もしくは他の同等レベルの

クラスへ移動して頂くことになりますので予めご了承下さい。 

   4515円 
 

週2回コース 外国人１回＋日本人１回 4才から大人（ベビーは週2回外国人） 
外国人講師の会話 1回＋日本人講師の英検 1回・計2回 お子様の英検レッスンは、4級以上になると

月謝も跳ね上がるかレッスン自体がない教室が多いので、級が上がれば上がるほどお得です。 

   6825円 
 

 

週2回会話コース 外国人2回 0才から大人（ベビーは6825円） 
外国人との会話クラスを週2回受講 
   7980円   
 

1回毎のグループレッスン 外国人 0才から大人 

1300円 
 

 

TOEIC&TOEFL&IELTS  13才から大人 (マンツーマン又はペアーレッスンで受講可能) 

30分6300円より   ( レッスンの長さにより料金を定めます) 
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週1回インペリアルコース 外国人 0才から大人 
最大定員0才～5才まで3人/5才以上は4人以内で会話のトレーニングをします。内容は週 1コース

と同じです。レッスン時間はお子様レッスンの場合2名で40分、3名で50分、4名で60分です。一

般大人の生徒様は2～3名60分、4名で70分です。万一他の生徒様がお辞めになりﾏﾝﾂｰﾏﾝになった場

合は2名以上に戻るまで、恐れ入りますが一時的にﾏﾝﾂｰﾏﾝ料金を適用させて頂きます。 

   6825円 

 

 
 

 

☆中国語☆     3才から大人 (マンツーマン又はペアーレッスンで受講可能) 
発音のよいネイティブ中国人講師によるレッスンです。 
 

5460円より  ( レッスンの長さにより料金を定めます。基本的に日本人マンツーマンと同じです) 
 

 

★1 回毎のレッスンや月 2 回のレッスン予約を希望される場合１か月前からご予約頂けますが,他の生

徒様が月単位で申し込み頂いた場合それ以降同じ時間にレッスンを継続して行う事は出来かねます。 

 
 

 

日本人講師マンツーマン  
 

フォニックス＆リーディング・マンツーマン  
 

日本人講師 1歳半～10才位 
 

字が読めるようになる、特別な指導を行います。大村考案のフォニックストレーニング指導法をしっか

りマスターした先生のみが指導にあたります。 
 

英検を受験される方はこのコースをご利用下さい。 
 

受験の3 か月位前から取り組むことが望ましいです。回数は講師と相談の上、ご自身で決められます。
   

指導30分間：１回 1365円：月謝5460円 (追加レッスンの場合) 

１回 15分間683円：月謝2730円 (追加レッスンの場合) 
＊時間延長は下記料金表をご参照ください。 
 

英検＆リーディング・マンツーマン  
 

日本人講師  6才～大人 
 

実際の英検問題を使って英検にパスするための実践トレーニングや効果的に自宅学習をするコツ等ト

ータル的に指導します。日本に唯一の当校独自教材を使用し、指導法を開発し、20年8 月よりマンツ

ーマンレッスンを始めました。 
 

この指導法により無理なく幼稚園年長さんで 23 年度 5 級合格。小 1 (6 才)で 20 年度の英検 5 級＆4

級。同じく7歳2カ月（小学１年生）で3級、21年度に小2で準2級、23年に小4で2級、25年に

小2で2級(その他多数実績あり)に合格しています。 
 

30分 1365円から。 その他の時間は下記料金表をご覧下さい。 
 

英検２次試験対策模擬・マンツーマン  
日本人講師  英検３級以上 
 

本当の2次試験と同じやり方で、態度や声の大きさも含めた全ての指導を行います。 
 

２次試験が始めての場合1785円(40分)。2回目以降1575円（30分）。 
 



3 | 体験時プリント No.①                         

日本人講師マンツーマンレッスン料金表 
 

キャンセルは前日まで受付します。(振替は2ヶ月以内) 当日キャンセルの振替レッスンは致しかねますが、 

追加レッスンとして受講する事は可能です。(月2回まで) その場合当日キャンセルをされた回数分半額にて 

レッスンをご提供させて頂きます。又プリント等 1枚当たり 15円別途かかります。 
振替の管理は出来かねますのでご自身でいつお休みされたか記録をお願い致します。 

リスニング試験の際には衛生上各自でイヤホンをお持ち下さい。150円程度で購入できます。 
 
 

 

★マンツーマン以外のレッスンを毎月受講している生徒様用料金表★ 
付き添いが必要な場合とビデオを使用するレッスンには適用されません 

 

 

日本人講師マンツーマン割引料金表 
（全て税込み）年46回レッスン 振替は2ヶ月以内 

月から土(カッコの中は追加レッスン料金です。 

月謝の場合毎週1回・年４6回分スケジュール通り) 

プライベート 15分通常レッスンの前後に受講します。 682.5円 (月謝の場合2730円)  

プライベート30分 5460円(1365円)  

プライベート35分 6370円 (1593円)  

プライベート40分 7280円 (1820円) 

プライベート45分 8188円 (2047円) 

プライベート50分 9100円 (2275円)  

プライベート55分 10008円 (2502円) 

プライベート60分 10920円  (2730円) 

60分以上のプライベート 延長5分毎227円 

振替レッスン料金30分以内 1回300円(リスニングの振替は別途 100円) 

振替レッスン料金35-60分レッスン 1回350円~600円 

リスニング模擬試験・1回 約23～30分間 315円 (衛生上各自でイヤホンをお持ち下さい。) 

英検模擬試験・小3以上対象・1回30~40分間 315円 
 

 

★下記は、他のレッスンを受講していないマンツーマンのみの生徒様用です★ 
時間帯により割引料金にできますのでお問い合わせください。 
＊ご家族のどなたかがグループレッスンを受講している場合は 

以下のレッスン料金より500円～1000円を時間に応じて割引致します。 

日本人講師マンツーマンのみ受講される生徒様の料金表 

(毎週1回・年46回レッスン) 振替は2ヶ月以内 

月から土（全て税込み） 
年間スケジュールに従い 年46回レッスン 

プライベート30分 6300円 (1回当たり1575円)  

プライベート35分 7350円(1回当たり1837円) 

プライベート40分 8400円(１回当たり2100円) 

プライベート45分 9450(1回当たり2362円) 

プライベート50分 10500(1回当たり2625円) 

プライベート55分 11550(1回当たり2887円) 

プライベート60分 12600円(1回当たり3150円) 

60分以上のプライベート 延長5分毎250円 

振替レッスン料金30分以内振替は2ヶ月以内 1回300円(リスニングの振替は別途 100円) 

35~60分レッスン 1回350円~600円 

リスニング模擬試験・1回 約23～30分間 315円 (衛生上各自でイヤホンをお持ち下さい。) 

英検模擬試験・小3以上対象・1回30~40分間 315円 
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外国人講師マンツーマンレッスン料金表 
 

０歳から大人（４才までは語りかけで能力を伸ばします。） 

＊会話の受け答えレッスンは“ダイレクトメソッド”を用い通常の4分の 1程度の時間で能力アップで

きると思います。興味のある生徒様は追加料金なしでレッスン時に並行して行います。 

＊キャンセルは前日まで受付します。当日キャンセルはございませんが,追加レッスンとして受講する

場合,追加分に限り当日キャンセルをされた回数分半額にてレッスンをご提供させて頂きます。 
振替の管理は出来かねますのでご自身でいつお休みされたか記録をお願い致します。 

 

★生徒様用料金表★振替は2ヶ月以内 
対象：★①マンツーマン以外のレッスンを毎月受講して頂いている生徒様 

(ビデオを使用するレッスンと付き添いが必要な場合適用されません) 

★特例②：ご家族のどなたかグループレッスン(2人以上)を受講している場合もこちらの料金とさせて頂きます。 
 

 

外国人講師マンツーマン割引料金表（全て税込み） 月から土(カッコの中は1回当たりの料金です。年46回) 

プライベート15分(通常レッスンの前後に受講します) 3150円 (追加レッスンの場合1回787.5円) 

プライベート20分(通常レッスンの前後に受講します) 4200円(追加レッスンの場合1回1050円) 

プライベート30分 6300円 (追加レッスンの場合1回1575円) 

プライベート35分 7350円 (追加レッスンの場合1回1838円) 

プライベート40分 8400円 (追加レッスンの場合1回2100円) 

プライベート45分 9450円 (追加レッスンの場合1回2362円) 

プライベート50分 10500円 (追加レッスンの場合1回2625円) 

プライベート55分 11550円 (追加レッスンの場合1回2887円) 

プライベート60分 12600円 (追加レッスンの場合1回3150円) 

60分以上のプライベート 延長５分毎263円 

振替レッスン料金＊30~35分レッスン 500円(リスニング有は100円追加)特例②除く) 

振替レッスン料金＊40分レッスン以上 700円(リスニング有は100円追加)特例②除く) 

プリント代 レッスンで使用した場合1枚当たり 15円。CD1枚500円 
 

★下記は、他のレッスンを受講していないマンツーマンのみの生徒様用です★ 
受講4か月目から55分マンツーマンに限り御月謝 12600円とさせて頂きます。 

(年46レッスン･アメリカ人講師以外に適用) (振替は2ヶ月以内)  
時間帯や指定条件により割引料金が適用されますのでお問い合わせください。 

＊ご家族のどなたかがグループレッスンを受講している場合は 

以下のレッスン料金より500円～1000円を時間に応じて割引致します。 
 

外国人講師マンツーマンのみ受講される 

生徒様のお月謝 (毎週1回・年46回分) 

月から土 （全て税込み） 
年間スケジュールに従い年46回レッスン 

プライベート30分 7350円 (追加レッスン1回当たり1838円) 

プライベート35分 8580円 (追加レッスン1回当たり2145円) 

プライベート40分 9800円 (追加レッスン1回当たり2450円) 

プライベート45分 11030円 (追加レッスン1回当たり2758円) 

プライベート50分 12250円 (追加レッスン1回当たり2918円) 

プライベート55分 13480円 (追加レッスン1回当たり3210円) 

プライベート60分 14700円 (追加レッスン1回当たり3675円) 

振替レッスン料金＊30~35分レッスン 500円(リスニング有は100円追加) 

振替レッスン料金＊40分レッスン以上 700円(リスニング有は100円追加) 

プリント代 レッスンで使用した場合1枚当たり 15円CD1枚500円 


