英語4技能習得を目指す新拠点！ 苦手は克服！好きは伸ばす！ここは、まさに「English Gym」

英語館

西宮北口校

2019年度募集要項（７月～）
有効期間：2019年7月1日～2020年3月31日

■小学生メニュー
English
Speaking
Training
ジュニア
＜EST-jr＞

授業時間：55分

対象

コース
EST-jr
EST-jr
EST-jr
EST-jr
EST-jr
EST-jr
EST-jr

小学
5年生・6年生

曜 日

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

時 間
16：30-17：25
17：00-17：55
16：30-17：25
16：30-17：25
17：00-17：55
16：30-17：25
17：00-17：55

火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

月割学費（税抜）

9,500円(※)

（※）毎月の授業料は年間授業料の月割で算出しておりますので、月によって授業回数が異なっても毎月の授業料は同額となります。

■中学生・高校生メニュー

授業時間：25分+α

対象

コース

曜 日

時 間

ビギナー

English
Speaking
Training

ベーシック
中学生
高校生

月4回のレッスン

A1スタンダード

以下の時間内で、レッスン時間枠を
お選びいただきます。（日曜日は除く）
<月～金>18:00～21:30
＜土＞16：00～21:30

A1ハイレベル
A2スタンダード

＜EST＞

A2ハイレベル
アドバンスド+

月割学費（税抜）
12,000円
＋
メンバーシップ登録料
3,980円/月

※他部門在籍生は
EST受講 9,000円

■（アップ生対象）英語館メンバーシップ
月会費Member

対象

月会費（税抜）

アップ系列校に在籍している中学１年生～高校３年生

3,980円

※研伸館開講講座（お申し込みは研伸館での受付となります）
対象
コース
中学生

PiCK-I

中学生
高校生

ベーシックジュニア（西宮）
アドバンスド ジュニア（西宮）
ベーシック（西宮）
アドバンスド（西宮）
ベーシック（京都）
アドバンスド（京都）

授業時間：100分

曜 日
木曜日
木曜日
月曜日
月曜日
水曜日
水曜日

時 間
18：00-19：40
19：50-21：30
19：50-21：30
18：00-19：40
19：50-21：30
18：00-19：40

月割学費（税抜）
研伸館
研伸館中学生課程の
受講料に準じます。

■休学は1ヶ月単位で、連続2ヶ月間まで可能です。休学される場合は、2,000円（税抜）/月の休学費が必要です。■
【レッスンの体験】
【ご入学手続き】

【各種お手続き】
【学費納入に関して】

【備考】

ご入会いただく前にカウンセリングおよび無料体験レッスンをご受講ください。
小学5年生・6年生および中学生は20,000円（税抜）、高校生は30,000円（税抜）の入学金が必要となります。
他部門（研伸館・開進館・個別館をはじめとするアップグループ）にすでに入学金をお支払いいただいてお通いの方は、
入学金は必要ございません。ご入学には、上記入学金と所定のお手続きが必要となります。
休学、退学などの各種手続きを行う場合は、該当月の前月２０日までに所定の書類を校舎までご提出ください。
例）5月末日をもって休学・退学をしたい場合・・・5/20までに手続きが必要
学費等は原則として銀行口座振替により納入していただきます。入学時にお渡しする口座振替依頼書(金融機関によって書式が異なります)を
専用封筒に入れてご郵送ください。口座振替登録完了までには約2ヵ月を要します。登録完了までの間は毎月月末に郵送いたします
「学費等お振込のご案内」に基づきお振込ください。
１）金額はすべて税抜表示です。消費税は別途いただきます。
消費税率が改訂された場合、施行日以降の請求に対する消費税は改定後の税率となります。
２）教材費は、月割学費に含まれております。ただし、一部講座では別途教材費をお支払いいただく場合がございます。
３）開講講座・開講時間帯・担当講師などが諸事情により、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

詳細は、校舎までお問い合わせください。

英語館 西宮北口校
TEL：0798-65-3340 / FAX：0798-64-8400
〒663-8204 西宮市高松町3-33 TRES（トレス）33

受付時間：13：00～19：30（日曜除く）

英語4技能習得を目指す新拠点！ 苦手は克服！好きは伸ばす！ここは、まさに「English Gym」

英語館

西宮北口校

2019年度 各メニュー概要

■小学生メニュー
【メニュー概要】
講師１名に対して生徒は５名までの少人数講座。
前半30分はプレ授業、後半25分はオンラインスピーキングトレーニングです。
■プレ授業・・・ネイティブ講師とオンラインスピーキングトレーニングの課題に取り組みます。
プレ授業では後半のレッスンの「予習」を行い、オンラインスピーキングトレーニングをより効果的なものにします。
■オンラインスピーキングトレーニング・・・海外拠点のネイティブ講師とオールイングリッシュによるオンラインレッスンを受講します。
前半のプレ授業で学んだ単語やフレーズなどを活用し、より実践的な英語力を培います。

■中学生・高校生メニュー
【メニュー概要】
「English Speaking Training」を利用したオンラインスピーキングメニュー。
レッスンは毎月４回となり、レッスン追加（2,250円/1回）も可能です。 ※研伸館で英語を受講されている方の「English Speaking Training」プログラムとは異
なります。
「GTEC」をはじめ、４技能を必要とする英語検定で必要とされるスピーキング力の養成にぴったりのメニューとなっています。
コースはレベル別の７段階用意されており、スピーキング力のレベルアップによってコースの変更が月ごとに可能です（変更の場合は、所定の手続きが必要と
なります）。
カウンセリング・無料体験レッスンを受講していただき、受講コースを決定いたします。
また、本講座は、メンバーシップ登録により利用可能なe-learningアプリケーション「EnglishCentral」（個別英語コンサルティング付）に加え、
ネイティブ講師による英語館オリジナルの「４技能習得トレーニング」もパッケージプランとしてご利用可能です。（日程・時間は、別途ご案内いたします）
尚、自宅のみでESTを受講も可能です。この場合、メンバーシップ登録は不要ですので、登録料（3,980円/月）も発生いたしません。
ご希望の方は、スタッフにご相談ください。

■（アップ生対象）英語館メンバーシップ
【メニュー概要】
アップ系列校に在籍している中学１年生～高校３年生が対象です。
EnglishCentralというe-learningアプリケーションを用いた「FEATsプログラム」にご参加いただけます。 ※内容は案内リーフにてご確認ください。

※研伸館開講講座 PiCK-I（お申し込みは研伸館での受付となります）
【メニュー概要】
■研伸館（西宮校・京都校）での開講となります。（コース別の開講校舎は、上記参照）
スピーキングとライティングを中心に、英語4技能をバランスよく学習する講座。
あらゆる英語検定に必要な英語力を磨き、「使える英語」と「大学受験」の両立を目指します。
国内は国際系学部入試のレベルから海外大学進学のレベルまで対応。能動的な授業スタイルで、クリティカルな思考を習慣化し、
文理を問わないグローバル分野の知識を学んでいきます。
尚、本メニュー受講申込には、検定試験のスコアを証明する書類が必要となります。
（TOEFL・IELTS・TEAP・GTEC・英検など。詳しくは開講校舎までお問い合わせください）スコアによっては、ご受講の希望に添えない場合もありますのでご了
承ください。

学費納入について
・月学費が2ヶ月以上滞納になりますと、原則として在籍がなくなり退学となりますので、口座の残高には十分ご注意ください。
・振込の場合、お振込みいただく銀行口座は毎回変わります。その都度案内をご確認ください。
・口座振替に伴う毎月の学費明細の郵送は原則として行っておりません。
口座振替登録完了の通知ハガキにて、ウェブ明細のご案内を行っておりますので、ウェブサイト上にてご確認ください。

気象警報と休講に関する取り決め
・授業開始2時間前時点で、通学校舎の所在する地域に「暴風警報」が発令されている場合、休講となります。
・授業途中より警報が発令された場合は、校舎にて適宜判断いたします。

気象警報と休講に関する取り決め
・授業開始2時間前時点で、通学校舎の所在する地域に「暴風警報」が発令されている場合、休講となります。
・授業途中より警報が発令された場合は、校舎にて適宜判断いたします。
※安全面には十分留意しますので、その他警報の場合でも危険度によって対応いたします。

通塾上、または校舎近隣での注意
・茶髪や不要なアクセサリーなどの着用は禁止です。
・ガムなどのお菓子を食べながらの通塾は禁止です。
・サンダル履きでの通塾は禁止です。
・車での送迎はできるだけお控えください。近隣道路などに駐停車されますと、通行の妨げとなります

その他注意事項
・教材、その他持ち物には必ず名前を書いてください。
・机、その他の備品への落書き、破損は禁止です。器具の破損などは、理由によっては保護者の方に弁償していただくこともあります。
・学習環境にふさわしくない身なりや行動は慎んでください。
・教室内での携帯電話の使用は禁止です。

２０１９年度

英語館へのご入学について

＜特定商取引法に基づく概要書面＞

【重要】 英語館へのご入学をご検討いただくにあたり、特定商取引法に基づく概要を、
本書面にて必ず事前にご覧いただき、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。（裏面あり）
(1)事業者の名称等
英語館 （株式会社アップ 代表取締役 小南達男）
兵庫県西宮市高松町 3-33 ℡ 0798-65-3340（代）
(2)指導について
英語館は、英語のトレーニング・ジムです。英語を日常化、習慣化するのための教材、環境、サポートで「英語
語脳」へと導きます。

NO!

から英

(3)指導に関連して購入が必要な教材等
購入が必要な教材等が発生した場合は、申込書をお渡ししますので、必要事項を記入・捺印の上ご提出ください。
(4)学費及び学費以外に納入いただく費用の種類・金額・納入時期
・金額は全て税抜表示。消費税は別途いただきます。 （消費税率が改定された場合、施行日以後の請求に対する消費税は改定後の税率になります。）

種類

金額

納入時期

受講されるコース、講座によって異なります。

学費

詳細は別紙「学費要項」をご参照ください。

入学金 （※1）

小学５年生〜中学３年生
高校生以上

指導関連費

学費に含まれております。

教材等 物品代

：20,000 円
：30,000 円

初回のみ

ご希望の授業内容等により異なります。

（※1）アップの入学金は 30,000 円(税抜)を原則としていますが、中学生以下の場合は割引を適用しております。
入学金免除制度を設けております。詳細は（10）その他特約事項をご参照ください。

(5)学費及び学費以外に納入いただく費用の納入方法・期限
初回・2 回目までと 3 回目以降でお支払い方法が異なります。
初回・２回目までの
お支払い

３回目以降の
お支払い

・現金振込（銀行振込のみ）
・入会手続き後にお届けする振込案内に記載の入金期日までにお支払いください。
（※アップ系列校にて、すでに口座振替の手続きを完了されている場合は、
２回目以降口座振替となります。）

・原則、口座振替（自動引落）となります。
・初回の振込案内と一緒に「預金口座振替依頼書」をお送りします。
到着後すみやかにご投函ください。

・銀行振込と口座振替（自動引落）の併用はできません。
・口座振替の振替日はご利用の金融機関によって異なります。詳細は校舎窓口までお問い合わせください。
・銀行振込でのお支払いにかかる手数料はお客様のご負担となります。

(6)指導期間・時間・回数
授業期間：２０１９年６月 1 日(土)〜２０２０年３月３１日(火)
※期間満了の卒業生を除き、毎年自動で学年が更新され、在籍が引き継がれます。
授業時間：受講される講座により異なります。 ※詳細は別紙「学費要項」をご参照ください。
授業回数：ＥＳＴ-ｊｒコース 年間 27 回 ／ ＥＳＴコース 年間４０回 ※その他短期完結講座がございます。
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(7)クーリング・オフについて
①契約書面を受領された日（不実告知による誤認、または威迫による困惑があった場合、改めてクーリングオフが出来る
旨の書面を受領された日）を第１日目として８日目以内に契約解除の旨を記載した書面にてお申し出頂ければ、入学の
お申込みの解除が可能です。郵送でのお申し出の場合は「特定記録郵便」等のご利用をお奨めします。
②解除の効果は、書面を発信した日に発生します。
③お申し出以前に一部を受講頂いている場合でも、学費等は請求いたしません。
④既にお支払いいただいている学費等は全額返金致します。返金に掛かる費用は当社が負担いたします。
⑤お申し出に際して、損害賠償若しくは違約金を請求する事はございません。
(8)中途解約について
クーリング・オフ期間を過ぎた後でも、一部講座の解約、または全講座の解約（入学取消＜※受講前に限る＞・退学）が可能
です。
Ａ．契約の解除が役務提供開始前である場合
実損害額に応じて入学手続き等に係る初期費用(※1)を納入頂く場合がございます。
(※1)入学処理料、登録手数料、口座振替登録準備手数料、個人情報登録手数料、書面の作成費用、学生証作成費用
及び左記に係る人件費を含む諸費用

Ｂ．契約の解除が役務提供開始後である場合
①入学金
入学手続き等に係る初期費用(※1 上記参照)と入学後の受講に係る事務費用(※2)
既に上記(※1) 及び以下(※2)の使途に費消済のためご返金できません。
(※2)資料費、受講準備費用、名簿入力費用及び左記に係る人件費を含む諸費用
②学費
役務の対価の単価は月をもって計算するものとします。
③教材等 物品代
教材等を既にお渡ししている場合で、教材等に氏名を記入している、折り目がついているなど、教材等が新品としての
価値を失している場合は、当該教材等の費用のみご負担いただきます。
なお、返品に掛かる費用はお客様のご負担となります。
(9)納入金の保全に関して
前受金の保全措置はとっておりません。
(10)その他特約事項
①入学金免除制度
アップ系列校に同時に複数お通いになられる場合、２校舎目以降の入学金は免除いたします。
②再入学制度
アップ系列校を卒業(※)され、当社が定める期間内に再入学される場合、入学金は免除いたします。
(※)お申込みの講座が修了し、次年度へ続く更新講座が無い場合、卒業となります。

③強制退学制度
学費未納の場合には理由の如何を問わず、学費３ヶ月分の未納が発生した時点をもって退学となります。
この場合、当社よりお客様に対する通知の発送を持って退学となります。
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