
更新

■　年間のレッスン回数は42回です。（全クラス）
■　振替が可能なクラスは、同じクラスの別の開講時間をご受講いただけます。
■　振替の際は年間カレンダーでWeekをご確認ください。（レッスンの内容が異なります）
■　時間割は変更となる可能性がございますので、ご了承ください。
■　教材費は、２０２０年１１⽉現在の⾦額です。変更になる可能性がございます。季節講習などは別途教材費が必要となります。

年齢 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日
Age Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 授業料（⽉額） 諸経費（⽉額） 教材費（年間）

ベイビー
Baby 40分 11:30-12:10 17:00-17:40 可 ¥8,360 ¥1,210 ¥19,624

ペア
Pair 40分 12:20-13:00

17:50-18:30
10:10-10:50
16:10-16:50 可 ¥8,360 ¥1,210 ¥2,970

ソロ
Solo 40分 17:50-18:30 15:25-16:05

17:50-18:30 15:25-16:05 17:00-17:40 11:00-11:40
16:10-16:50 可 ¥8,360 ¥1,210 ¥2,970

イマ-ジョン
Imm 80分 15:30-16:50 16:20-17:40 11:50-13:10 可 ¥13,200 ¥1,210 ¥2,200

年齢 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日
Age Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 授業料（⽉額） 諸経費（⽉額） 教材費（年間）

アドバンスキッズ1
AK1 16:10-17:45 10:10-11:45 可 ¥17,600 ¥1,210 ¥23,210

アドバンスキッズ2
AK2 16:10-17:45 10:10-11:45 可 ¥17,600 ¥1,210 ¥20,625

アドバンスキッズ3
AK3 17:00-18:35 14:30-16:05 可 ¥17,600 ¥1,210 ¥13,255

アドバンスキッズ4
AK4 17:00-18:35 17:00-18:35 14:30-16:05 可 ¥17,600 ¥1,210 ¥13,255

アドバンスキッズ5
AK5 17:50-19:25 11:50-13:25 可 ¥17,600 ¥1,210 ¥13,255

アドバンスキッズ6
AK6 18:40-20:15 17:50-19:25 11:50-13:25 可 ¥17,600 ¥1,210 ¥8,195

アドバンスキッズ7
AK7 17:50-19:25 可 ¥17,600 ¥1,210 ¥8,195

※AK1を受講された方は、13,255円
年齢 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日
Age Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 授業料（⽉額） 諸経費（⽉額） 教材費（年間）

ベーシックキッズ1A
BK1A 17:50-18:35 16:10-16:55 17:00-17:45 不可 ¥8,360 ¥1,210 ¥3,740

ベーシックキッズ2A
BK2A 17:00-17:45 不可 ¥8,360 ¥1,210 ¥3,740

ベーシックキッズ3A
BK3A 18:40-19:25 15:20-16:05 不可 ¥8,360 ¥1,210 ¥3,740

年齢 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日
Age Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 授業料（⽉額） 諸経費（⽉額） 教材費（年間）

英検 90分 小学生 17:50-19:25 可 ¥17,600 ¥1,210 ￥1320〜

英検 80分 中学生
高校生 17:50-19:20 可 ¥17,600 ¥1,210 ￥1320〜

年齢 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日
Age Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 授業料（⽉額） 諸経費（⽉額） 教材費（年間）

Teen 会話
外国人講師 40分 19:30-20:10 19:30-20:10

20:15-20:55 可 ¥11,000 ¥1,210 ￥2750〜

Teen　文法
日本人講師 40分 20:15-20:55 19:30-20:10

20:15-20:55 可 ¥11,000 ¥1,210 ￥1045〜

年齢 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日
Age Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 授業料（⽉額） 諸経費（⽉額） 教材費（年間）

Weekly 40分 大学生
社会人 20:15-20:55 11:50-12:30

14:35-15:15 可 ¥11,000 ¥1,210 ￥2079〜

年齢 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日
Age Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 授業料（⽉額） 諸経費（⽉額） 教材費（年間）

ＰＶ
【プライベート】 40分 0歳〜

社会人 不可 ¥22,000 ¥1,210

SＰＶ
【セミプライベート】 40分 0歳〜

社会人 不可 ¥17,600 ¥1,210

ＦＰＶ
【フレキシブル プライベート】

40分 0歳〜
社会人 不可 \6600/1回 ¥1,210

火・水
木・⾦

土

　　　　料⾦　　　 (税込）

　　　　料⾦　　　 (税込）

90分
6歳
〜

12歳

Class

45分

　　　　料⾦　　　 (税込）

レッスンの
振替

　　　　料⾦　　　 (税込）

　　　　料⾦　　　 (税込）

大津校

レッスンの
振替

　　　　料⾦　　　 (税込）

Class

レッスンの
振替Class

使用教材に
より異なります

※その他（プライベートクラス・実験など）の時間割についてはご相談ください。

小学生

ユニバーサルキャンパス

大学生・社会人

全クラス時間割一覧 2021-22

電話番号 077-536-5623 11:30-19:30
10:00-18:00

レッスンの
振替

　　　　料⾦　　　 (税込）

2021/4/1

ユニバーサルキャンパス 大津校
2021年4⽉〜2022年3⽉

6歳
〜

12歳

Class

0歳
〜
6歳

小学生 レッスンの
振替Class

幼児 レッスンの
振替Class

12:30-20:30

中学生・高校生 レッスンの
振替Class

中学生
高校生

電話受付時間

英検

※ ご希望の時間帯を伺い、ご相談の上、決定いたします。


