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保存版 23年度版・☆英語&中国語☆ 各クラスのレッスン料金 (税込)  
 

グループレッスン 
 

＊振替レッスン：お子様 1回 100円･中学生以上 1回200円＊年会費 1050円＊プリント代 1枚当り 15

円＊保証金は入会時に週 1グループで4515円。週2で6825円又は 1か月分をお預かりしますが,1年

以上受講後,2か月前に退会をお申し出頂いた生徒様に,ﾃｷｽﾄﾚﾝﾀﾙ代金等を引いた残りの金額を最終月の

お月謝と相殺致します。又保証金を使用出来ずに退会した場合,半年以内の復帰で保証料は免除されます。 
 

週 1回コース 外国人 0才から大人 
＊主に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絵カードを用意して、特別なメ

ソッドを使って行います。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 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。マンツーマン料金になった場合は外国人30分で 1カ月7350円となります。 

   6825円 
 

週2回コース 外国人１回＋日本人１回 4才から大人 
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 
外国人との会話クラスを週2回受講 
   9030円  (条件により7980円になります。お問い合わせ下さい。) 
 

週2回インペリアルコース 外国人１回＋日本人１回 0才から大人 
インペリアルコース 1回6825円+英検 1回2310円・計2回  
   9135円 
 

1回毎のグループレッスン 外国人 0才から大人 

1300円 
 

お好きな日を毎回選べる週 1回コース 外国人 0才から大人 

5565円 
 

TOEICレッスン  9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5460円より   ( レッスンの長さにより料金を定めます) 
 

☆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。 
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日本人講師マンツーマン  
 

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次試験と同じくやり方で、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）。 

 

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   

 
＊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(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。 

 

大変お得な英検コンプリートパック  

日本人講師 6才～大人 (リスニング試験時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) 
 

45分指導＋リスニング＝１回2677円×4回=10708円を9800円に割引致します。 

(リスニング無しの場合4回で9450円です。) 
 

他のレッスンと並行して受講される場合45分指導＋リスニング＝9448円を8900円に割引 

(リスニング無しの場合4回で8188円です。) 
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日本人講師マンツーマンレッスン料金表 
 

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。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。

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★ 
 

＊特例として,ご家族のどなたかが週 1以上受講している場合もこちらの料金とさせて頂きますが,本

人が週2回受講している訳ではない為割引料金適用となった生徒様の振替レッスンはございません。

ですが休んだ代わりの追加レッスンに限り半額に致します。(月に2回まで) 
 

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 

火・水・金・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 500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。) 

自習・小3以上対象・1回30~40分間 315 円(45分以上のレッスン受講時と週2回以上は1 回

210円)＊音声ペンを使用することをお勧めします。 
 

 

★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★ 
ご家族が受講している場合上記料金表の特例がございますのでご利用下さい。 

 

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) 

火・水・金・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 1回300円(リスニングの振替は別途 100円) 

35~60分レッスン 500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。) 

自習・小3以上対象・1回30~40分間 315円(45分以上のレッスン受講時と週2回以上は1回210円)

＊音声ペンを使用することをお勧めします。 
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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、特別なレッスン方法“ダイレクトメソッド”を用い通常の３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。 
 

★生徒様用料金表★ 
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。 

★特例②：ご家族のどなたかが週 1以上受講している場合もこちらの料金とさせて頂きます。 

注:特例②の生徒様は本人が週2回受講している訳ではない為割引料金適用となった生徒様の振替 
レッスンはございませんが、休んだ代わりの追加レッスンに限り半額に致します。(月1回まで可能) 

 

外国人講師マンツーマン割引料金表（全て税込み） 火～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) その場合振替レッスンは出来かねます。 

代わりに追加レッスンを半額とさせて頂きます。(月 1回まで可能) 
 

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) 

火曜日～土曜日 （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) 

年会費 1050円 

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 
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日本人講師＆外国人マンツーマンの注意事項 23年4月以降 
＊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。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。(家族割引以外の生徒

様対象) 前日までにご連絡頂いた場合の振替レッスン料は料金表をご覧下さい。月 1回以上の振替は,

追加レッスンとしてレッスン料の半額で受講して頂けます。又プリント代 1枚当り 15円別途必要。 
 

＊退会と休会は 1か月前までにお電話にてお申し出下さい。それ以外はお月謝が発生します。 
 

＊ご家族が受講して頂いている場合、外国人マンツーマンレッスンを割引価格にてご利用頂けますが、

ご本人が週2回以上受講している訳ではない為、割引料金適用となった生徒様の振替レッスンはござ

いません。ですが休んだ代わりの追加レッスンに限り月 1回まで半額に致します。又年間46回レッ

スンとなります。 
 

＊インペリアルコースの振替は全員揃ってする場合月 1回まで可能ですが,お一人300円です。それ

以上お休みされる場合,グループレッスンにて消化して頂きます。その場合の振替料金はございません。 
 

＊１回毎のレッスン料は全て予約時又は受講前に先払いとさせて頂きます。 
 

＊大人も子供もペアーレッスン（定員2人）は追加月当たり2100円で、その金額をお2人で折半し

て頂きます。(お子様で教材を使用する場合はさらに2100円の追加になります。下記参照)ご兄弟の

付添いはできかねます。保護者様のみご同室できます。 
 

＊外国人マンツーマンレッスンは英検5級以上取得された生徒様は大人料金と同じですが,子供用教

材を用意しなければならない場合は子ども料金となります。５級取得前のお子様の場合,テキスト以外

の沢山の教材を個別に用意しなければならず,お１人に付き別途月2100円必要です。 
 

＊大変恐れ入りますが、万一グループレッスンを同じ時間に開始した場合は、プライベートのレッス

ン日時の変更をお願いする場合がございます。この事を予めご了承下さる方のみ受講くださいます様

お願い致します。 
 

＊1 回毎の個別レッスン予約を希望される場合は、2 週間前からご予約頂けます。料金は前払いにな

りキャンセルした場合は、振替レッスンをご利用下さい。(当日キャンセルはございません)又継続し

てレッスンを受講される生徒様はお月謝にて料金の精算をお願い致します。 
 

＊2 回以上続けて日本人講師英検マンツーマンを受講される生徒様は,次回ﾚｯｽﾝまでの間に宿題があ

った方がよく身に付きます。5~6日分相当の宿題が個別に欲しい方は事前にお知らせ下さい。宿題ﾌﾞ

ｯｸをご用意致します。(1枚15円計算。CD1枚500円)指導の目安にもなりますのでぜひご利用下さい。 
 

＊下記の日本人講師英検リスニング試験の料金は本試験と同じくＣＤで行いますので、一人でリスニ

ング模擬試験を受講頂ける生徒様に限り適用させて頂きます。又リスニング模擬試験を初めて受講す

る生徒様は、生徒様に付き添って説明しなければならず、講師給与が発生してしまいますので、525
円別途ご請求させて頂きます。 
 

＊6 才以下のお子様はリスニング試験時に監視が必要です。リスニングテストはお母様が付き添って

頂ける場合315円。付き添い無は講師に別途給与が発生致しますので毎回525円別途必要です。 
 

＊生徒様のご都合でキャンセル&退会等のレッスン未消化分がございましても返金は出来かねます。 

＊月謝の金額等の間違いの申告は6カ月以内有効です。それ以上の保障は出来かねます。 
＊テキストはレッスン中毎回無料でお貸しできますが、お子様は多尐実費で購入された方がいい場合

もあります。1冊250円から960円程度です。 

＊講師は発音の良い留学経験者を主に採用しております。学生である事が多く,固定の講師でレッスン

が行えない事が年4~7回程度ございます。(試験中や卒業&退職による講師のトレーニング等の理由

により)予めご了承下さい。その際事前のお知らせは出来かねます。講師が休みの度に新しいスケジ

ュールを作成しなければならず,お知らせのプリントまでご用意していると,更なる人員が必要にな

り現在のお月謝では対応出来かねます。恐れ入りますがご了承下さい。又外国人講師は 1~2年ごと

の契約ですので同じ講師で何年もレッスンを受講したい生徒様は,恐れ入りますが永住権を持って

いる講師の教室でレッスンを受講する事をお勧めします。 
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21年 11月から22年度 11月までの英検実績 ‐‐‐  
すべての成績ではありません。特に目立った実力のお子様の実例の一部。通常の英会話スクールで

は小5か小6で5級合格が一般的です。小4で5級合格でも早い方です。 
 

幼稚園年長で5級合格 1名。(FSさん) 

小学 1年生で5級合格 1名。(Kさん) 

小学2年生で準2級合格 1名。(ORさん) 

小学2年生で4級合格2名。(NAさん,TTさん) 

小学3年生で4級合格2名。(OSさん, KRさん) 

小学4年生で4級合格 1名。(SSさん) 

小学6年生で3級合格2名。(KCさん, KMさん) 

中学 1年生で準2級合格 1名。(SAさん) 

中学 1年生で3級合格2名。(FMさん,SAさん) 

高校 1年で2級合格 1名。(75点満点で74点取得!) その他多数 

 

22年 1月の英検実績 ‐‐‐特に目立った実力のお子様の実例の一部 
 

小学3年生で3級合格 1名。(TTさん)  

小学2年生 5級合格 1名。(MHさん)  

小学4年生 5級合格2名。(KKさん,NAさん)   

小学6年生で3級合格 1名。(YNさん) 
                      その他各級５名 

 
その他 順当に多数の生徒様が目的の級に合格しています。 

 
 


