受講料規定
英語

プライベートレッスン・出張レッスン
中国語・フランス語・韓国語

単位：円（税込）

コース名

キッズ

時間

50 分

一期受講料
（年間四期）
《１時限単価》

コース名

チケット(10 クラス分)
10,800

一般

★施設費が加算されます

もっと英語で遊
ぼう！（小学校
低学年対象）

60 分

時間

単位：円（税込）
一期受講料
《１時限単価》

60 分

23,760（×4 回＝年額）
《2,160》

90 分

35,640（×4 回＝年額）
《3,240》

チケット(11 クラス分)
21,600
★施設費が加算されます

23,760
（×4 回＝年額 95,040）
《2,160》
23,760
（×4 回＝年額 95,040）
《2,160》
32,076
（×4 回＝年額 128,304）
《2,916》
23,760
（×4 回＝年額 95,040）
《2,160》
32,076
（×4 回＝年額 128,304）
《2,916》

チケット
＊キッズともっと英語で遊ぼう!(小学校低学年対象)クラス
は出席したときだけチケットで支払うクラスです。あらか
じめチケットを購入してからご出席ください。
＊一般を対象とした「チケットクラス」もあらかじめチケット
を購入して頂き、クラスへ出席したときにチケットで支払
うクラスです。
＊１回のクラスが 2,000 円以上の場合は 1 回無料となる
お得なチケットとなります。
＊チケットにも施設費が加算されます。 算出内訳は
5,400 円（受講生年間施設費）÷44（年間クラス回数）
×10（チケット枚数）=1,220 円です。コーヒーハウスと既
に施設費を頂いている受講生が購入するチケットには
加算しません。
＊プライベートレッスンの受講生は年間 20 レッスン以上
受講する方がチケットの受講生価格の対象となります。

＊１年を四期に分け、３ヵ月に一度の受講料の納入をお
願いしています。各期の開始前迄にご納入下さい。
＊複数のクラスを受講する場合は、二つ目より通常の授
業料から 20％割引となります。ただし授業の時間が異
なる場合は単価の低いクラスの方を割引の対象とさせ
て頂きます。
＊１年分受講料一括納入は４月中に限り、５％相当分の
語学教室で使える金券をさしあげます。
60 分クラス年額： 95,040 円+5,400 円分の金券
90 分クラス年額：128,304 円+6,480 円分の金券
＊月ごと、各回払いも可能ですのでご相談ください。
月ごとは５％、各回は 10％の割増料金となります。

チケットの内訳は以下の通りです
キッズ：
＠1,000+税+施設費×10 回＝12,020 円（10 枚綴り）
もっと英語で遊ぼう：
＠2,000+税+施設費×10 回=22,820 円（11 枚綴り）
一般（受講生以外）：
＠2,000+税+施設費×10 回=22,820 円（11 枚綴り）
㊟受講生は半額となり、施設費も加算されません。
≪＠1,000+税×10 回＝10,800 円（11 枚綴り）≫
コーヒーハウス専用チケット：
＠1,000+税×10 回=10,800 円（10 枚綴り）

小学生

60 分

60 分
中学生
90 分

60 分
一般
90 分

プライベートレッスン
自分の目的、都合に合わせたレッスンを受けたい方に最
適です。内容はご相談ください。
一人： ３０分 ３，８８８円（税込）
６０分 ６，４８０円（税込）
二人： ６０分 ７，７７６円（税込）
＊料金はＮＰＯ善隣館語学教室会員価格です（入学金
\5,400）。
＊都合により、入学を希望せずに短期間のレッスンをご
希望の場合は上記金額の 10％割増になります。
＊レッスンのキャンセルは前日の１７時までにご連絡くだ
さい。前 日 が日 曜 日 、祝 日 の場 合 は前 々日 の１７
時までにご連絡ください。
＊。当日のキャンセルは理由のいかんによらず 1,000 円
を頂戴します。
＊連絡なしの欠席は理由のいかんによらず全額頂戴し
ます。
出張レッスン
学校、団体へ出向いてレッスンをいたします。
６０分 10,800 円
＊交通費は実費を請求させていただきます。善隣館から
の交通に１時間以上掛かる場合は別途に 1,080 円を加
算させて頂きます。

英文校閲・翻訳
英文校閲
英文原稿をお預かりして文法、用法、形式等の校正をお
こないます。
Ａ４版１枚 １，620 円
＊料金は内容により変動する場合がありますので、ご了
承ください。
翻訳
日本語から、または日本語への翻訳をいたします。
１単語 27 円～33 円
＊料金は内容により変動する場合がありますので、ご了
承ください。

ＮＰＯ善隣館語学教室規定
１．入学資格
当教室の教育方針と規定にご賛同頂ける方はどなたで
も入学できます。未成年者は保護者の承認が必要です。
２．入学、退学
＊ 入学は所定のカードに必要事項を記入していただき
ます。その際に写真を１枚ご用意ください。未成年者は
保護者の承認と緊急時の連絡先が必須となります。
＊ 退学の際は２週間前までにお知らせください。
３．休学
事情により一定期間クラスに出席できない場合は休学す
ることができ、その間の受講料は免除されます。但し事前
に休学の申請があった場合に限り、申請した当日以降を
休学の対象とします。
４．授業
＊ 一年間四期、44 回のクラスがあります。１1 回ずつを一
期と定めます
＊ ３名以上の受講者でクラスが成立します。１クラスが３
名に満たなくてもクラスを行う場合は、時間を減らす、受
講料単価を上げるなどの調整をさせて頂きます。
＊ クラスを欠席する場合は事前にご連絡をして下さい。
５. メイクアップポリシー
＊ 授業を欠席する場合は、その補填として他のクラスに
出席できる「メイクアップ用紙」を発行いたします。但し
発行は事前に欠席の連絡を頂いた場合に限ります。
＊ 用紙は語学教室受付にて受け取り、あらかじめ予約し
たクラスに出席した際に講師にお渡しください。
＊ 「メイクアップ」として他言語のクラスも受講できます。
＊ 「メイクアップ」は欠席した際の補填ですので、自分の
クラスの受講料への振り替えはできません。
＊ 「メイクアップ（MU）」をプライベートレッスン（PL）に振
替えすることもできます。
60 分クラスの MU 用紙２枚で→ PL 30 分
90 分クラスの MU 用紙２枚で→ PL 50 分
＊ 「メイクアップ」によるプライベートレッスンの際の講師
の指定はできません。
＊ 「メイクアップ」の次年度への持ち越しはできません。
６．授業のキャンセル
＊ 事務所、講師の事情によりクラスがキャンセルになる場
合があります。出来る限りの迅速な対応をさせて頂きま
すのでご了承ください。尚、受講者の事情による場合
はメイクアップで補填して頂きます。

７．費用の納付
＊ 入学金、受講料、年間施設費、年間教材・行事費、教
科書代は納付書にある期日までにお支払い下さい。
＊ 納付期限が過ぎ、督促が行われた際には手数料とし
て 300 円の追徴金を請求します。受講料と共にお支払
いください。
＊ プライベートレッスンなどの年間施設費は受講回数に
より、月 3 回以上：\5,400（全額）、月１～２回：\2,700
（半額）、月 0.5 回以下：\1,080 とします。
＊ 退学、休学等の連絡がないまま欠席を続けた場合は
受講料が発生し、追徴金も請求いたします。
＊ 納付書は納付の証明となりますので、各自で保管、管
理をお願いします。紛失した際は直ちにご連絡ください。
尚納付書の再発行には手数料として１枚につき 108 円
を頂戴いたします。
８．諸費用
受講料以外に、入学金（５年間有効）と一年間の施設費
を頂戴致します。尚、小学生クラスは教材・行事費も頂戴
致します。
入
学
金：5,400 円
年 間 施 設 費：5,400 円
年 間 教 材 ・行 事 費：3,240 円（小学生のみ）
＊ 入学金は５年間有効で、その期間内での再入学の際
は入学金が不要です。同居家族は２人目から半額にな
ります。
＊ 教材費は授業の補助に使用するものでテキスト代は
含まれません。
＊ テキスト代金は実費を頂戴致します。
＊ テキストを使用せず講師の準備したコピーを使用する
場合は頻度に応じ 1,500 円～2,000 円の代金を頂戴い
たします。
＊ 納入された受講料は原則として返金いたしません。但
し特別な事情がある場合は考慮します。その際は手数
料として 1,080 円を頂きます。年間施設費、教材行事費
はお返しいたしません。
９．体験入学
＊ すべてのクラスで体験入学を受け付けます。その際は
一回 1,080 円の有料となります。
＊ 体験入学は入学の意思のある方を対象とし、１クラス１
回で３クラス３回を上限とします。
10．その他
この規定は 2016 年 3 月現在のものであり予告なく変更
する場合があります。
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お問合せ、ご質問は、お気軽にＮＰＯ善隣館語学教室
受付までおよせください。メールでのお問い合わせもご
利用下さい。
ホームページ：
http://zenrinkan.sd.soft.iwate-pu.ac.jp/zenrinkan/pub
E メールアドレス：class@zenrinkan.com

ＮＰＯ善隣館 語学教室
〒020-0025 盛岡市大沢川原３－２－３７
Tel/Fax (019) 654-1988
2016.4.23

