
営業時間 平日 11：00～19：00 1 留守番電話もご利用ください 

 

2023年度版（2023.3-2024.2） 

KIWAMI AAA
エーエーエー

+
プラス

         学費一覧と進め方 
 

 

 

 

 

 

「図形の極」・「数の極」を用いた学習による強みと養われる力 

◇ 進級式・無学年コースにより、無理なく一人ひとりの目的にあわせて実力が身につきます 

AAA+図形の極・数の極は共に進級式になっており、中学生までに身につけておきたい力が養われる教材が級・グレ

ードごとにございます。各段階の検定試験によって、実力を確認しながら進めるため、年齢や学年、図形への得手不

得手に関係なく、無理なく定着を図ることができます。復習・先取り・並行学習いずれにも対応できます。 

図形の極・数の極を使用することで、小学校で学習する算数以上の力を身につけることができます。 

 

◇ アニメーションを使用した学習で算数を得意分野に 

アニメーションで図形を回転させたり、視点を変えたりすることで『イメージング力』を養います。また、知らない概念

を理解する際には短い映像を活用し、映像で理解したものを実際にテキストで解いて定着させていきます。算数に困

らなくなるのはもちろんのこと、「見えない部分を想像する力」や「物事を多方面から考える発想力」、スモールステッ

プによる「やったらできると思える力」を身につけていくことができます。 

 

対象  年少～小 6（外れる場合はご相談ください） 
 

ご家庭での準備物 ①タブレット又は PCどちらかの機器 ②インターネット環境  ③筆記用具 
 

内容・費用 費用はすべて税込  講座内容は月単位で変更ができます 

【集団講座】 ￥5,390/月 

・専用教材使い放題(テキスト・映像コンテンツ KIWAMI AAA+) 

・[テキスト check]zoom参加し放題 

・集団 zoom質問・相談コーナー参加し放題(１回 10分) 

 

【個別講座】 ￥7,920/月 

・専用教材使い放題(テキスト・映像コンテンツ KIWAMI AAA+) 

・個別 zoomスクーリング月１回 45分(1対 1 完全個別) 

※別料金にて個別 zoomスクーリング回数追加可 

 詳しくは P5をご覧ください。 

 

【集団・個別共通費用】 

・教材費(教材購入時のみ) \2,200/１冊 

・配送料 1冊あたり  国内￥550  国外アジア￥2,700      国外オセアニア・北米・中米・中近東￥3,700 
国外ヨーロッパ￥4,100   国外南米・アフリカ￥5,700 

  

図形の極 

数の極 

～割引パターン①～ 

 図形の極 集団 + 数の極 集団 

＝  ￥5,390  + ￥5,390￥2,530 

＝合計￥7,920/月 (２講座目割引) 

 

～割引パターン②～ 

 図形の極 集団 + 数の極 個別  

 図形の極 個別 + 数の極 集団 

＝  ￥7,920  + ￥5,390￥2,530 

＝合計￥10,450/月(集団講座割引) 

 

～割引パターン③～ 

 図形の極 個別 + 数の極 個別 

＝ ￥7,920 + ￥7,920￥3,630 

＝合計￥11,550/月(２講座目割引) 

今までの算数学習とはここが違います！ 

① 映像がイメージング力を鍛え、概念理解を助ける 

② 進級式の無学年の講座 

③ 一人ひとりの力や目的にあわせた学習スタイル 

オンライン対応 

保管用 



営業時間 平日 11：00～19：00 6 留守番電話もご利用ください 

入会・退会等に伴うお手続きについて 

入会・休会・退会・卒業に伴う手続きの場合、弊社へご連絡いただいた日の翌営業日までに内容にお間違いがないか確

認のご連絡をいたします。弊社からの連絡がない場合はいただいたご連絡が届いていない可能性が考えられますので

お手数ですが再度ご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

 

入会 

お月謝は月単位で発生し、日割り計算が出来かねます。 

そのため、月の途中からご入会いただく場合も 1 ヶ月分のお月謝となりますのでご了承ください。 

スタート月の 1日午後から映像コンテンツ KIWAMI AAA+（WEBブラウザ版・アプリ版）をご覧いただくことができます。 

 

ご入会のタイミングにより、初回のみお振込みをご案内する場合がございます。お振込手数料はお客様負担となります。 

ご入会手続き後の初回郵送物の中に詳細を記載しておりますのでご確認をお願いいたします。 

以降、毎月 14日が自動引落日となっております。(14日が金融機関休業日の場合は翌営業日になります。) 

 

休会 

再開する月が決まっている方が休会の対象となります。 

右記QRコードを読み取り、必要事項を入力して 

休会を始めたい月の前月 15日 23：59までに送信してください。 

例）5月から休会したい ⇒ 4月 15日 23：59までに申込 

休会期間中は映像コンテンツのログインが出来なくなり、 

再開月の初日から再度ご利用いただけるようになります。 

※休会の期間を変更される場合は変更したい月の 

前月の 20日までにご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

退会 

再開の予定がない方が対象となります。 

退会したい月の前月 15日 23：59までに退会の旨をメールもしくはお電話にてご連絡ください。 

例)3月末までで受講を停止したい ⇒ 3月 15日 23：59までに申込 

確認後、退会に伴う書類をお送りいたしますので 25日までにご返送いただくと退会手続きが完了となります。 

退会する月の末日まで映像コンテンツ KIWAMI AAA+をご利用いただけます。 

入会と同じくお月謝の日割りが出来かねますのでご了承下さい。 

コース変更や退会・休会のお申し出がない場合は、自動更新となり、次年度以降も自動継続となります。 

 

入会特典   ひとりにつき１回、無料で個別 zoomスクーリングを使えます！ 

・どのようなペースで取り組んでいけばよいか？ ・映像コンテンツ KIWAMI AAA+の使い方は？ 
・苦手な問題（苦手意識）にどう向き合っていけばよいか？ 

……などの不安を解消し、学習をサポートいたします。 

 ご希望の場合はメールまたはお電話でお申込みください。  ※ご入会後いつでも使用いただけます。 

 

 

 〒591-8023大阪府堺市北区中百舌鳥町 2-50 ハイネスセンターコート２-C 

イング玉井式コース TEL:080-7124-9426 MAIL: kiwami-z@ing-edu.com

Ver23.0 

QRコードが読み取れない方は・・・  

件名：〇〇の極休会申込  本文：①学年 ②お子さま氏名 ③保護者さま氏名 ④休会する月 ⑤再開する月 

を入力の上、【kiwami-z@ing-edu.com】までメール送信してください。  

図形の極 

休会仮申込 

 

数の極 

休会仮申込 

 



営業時間 平日 11:00～19:00 1 留守番電話もご活用ください 

 

2023年度版（2023.3-2024.2） 

KIWAMI AAA
エーエーエー

+
プラス

 中学生の         学費一覧 

 

 

 

 

 

 

「図形の極」・「代数の極」を用いた学習による強みと養われる力 

◇ 進級式・無学年コースにより、無理なく一人ひとりの目的にあわせて実力が身につきます 

AAA+図形の極・代数の極は共に進級式になっており、中学生のうちに身につけておきたい力が養われる教材が級・

グレードごとにございます。各段階の検定試験によって、実力を確認しながら進めるため、年齢や学年、得手不得手に

関係なく、無理なく定着を図ることができます。復習・先取り・並行学習いずれにも対応できます。 

図形の極・代数の極を使用することで、中学校で学習する数学以上の力を身につけることができます。 

 

◇ アニメーションを使用した学習で数学を得意分野に 

アニメーションで図形を回転させたり、視点を変えたりすることで『イメージング力』を養います。また、知らない概念

を理解する際には短い映像を活用し、映像で理解したものを実際にテキストで解いて定着させていきます。数学に困

らなくなるのはもちろんのこと、「見えない部分を想像する力」や「物事を多方面から考える発想力」、スモールステッ

プによる「やったらできると思える力」を身につけていくことができます。 

 

対象  中学１～３年生(外れる場合はご相談ください) 
 

ご家庭での準備物 ①タブレット又は PCどちらかの機器 ②インターネット環境  ③筆記用具 
 

内容・費用 費用はすべて税込  講座内容は月単位で変更ができます。 

【図形の極】または【代数の極】のどちらかを受講  ￥7,920/月 

・専用教材使い放題(テキスト・映像コンテンツ KIWAMI AAA+) 

・個別 zoomスクーリング月１回 30分(1対 1 完全個別)  

※ 別料金にて個別 zoomスクーリング回数追加可 詳しくは P３をご覧ください。 

 

【図形の極と代数の極を両方受講】    ￥10,670⇒￥9,900/月 

・専用教材使い放題(テキスト・映像コンテンツ KIWAMI AAA+) 

・個別 zoomスクーリング月１回 30分(1対 1 完全個別) 

※別料金にて個別 zoomスクーリング回数追加可 詳しくは P３をご覧ください。 

 

【その他費用】 

・初回事務手数料 ￥6,600（小学生からの継続受講生は免除特典がございます。） 

・教材費(教材購入時のみ) \2,200/１冊 

・配送料 1冊あたり  国内￥550  国外アジア￥2,700       国外オセアニア・北米・中米・中近東￥3,700 
国外ヨーロッパ￥4,100    国外南米・アフリカ￥5,700 

  

 

図形の極 

代数の極 

オンライン対応 今までの数学学習とはここが違います！ 

① 映像がイメージング力を鍛え、概念理解を助ける 

② 進級式の無学年の講座 

③ 一人ひとりの力や目的にあわせた学習スタイル 

保管用 



営業時間 平日 11:00～19:00 3 留守番電話もご活用ください 

入会・退会等に伴うお手続きについて 

入会・休会・退会・卒業に伴う手続きの場合、弊社へご連絡いただいた日の翌営業日までに内容にお間違いがないか確

認のご連絡をいたします。弊社からの連絡がない場合はいただいたご連絡が届いていない可能性が考えられますので

お手数ですが再度ご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

 

入会 

お月謝は月単位で発生し、日割り計算が出来かねます。 

そのため、月の途中からご入会いただく場合も 1 ヶ月分のお月謝となりますのでご了承ください。 

スタート月の 1日午後から映像コンテンツ KIWAMI AAA+（WEBブラウザ版・アプリ版）をご覧いただくことができます。 

 

ご入会のタイミングにより、初回のみお振込みをご案内する場合がございます。お振込手数料はお客様負担となります。 

ご入会手続き後の初回郵送物の中に詳細を記載しておりますのでご確認をお願いいたします。 

以降、毎月 14日が自動引落日となっております。(14日が金融機関休業日の場合は翌営業日になります。) 

 

休会 

再開する月が決まっている方が休会の対象となります。 

右記QRコードを読み取り、必要事項を入力して 

休会を始めたい月の前月 15日 23：59までに送信してください。 

例）5月から休会したい ⇒ 4月 15日 23：59までに申込 

休会期間中は映像コンテンツのログインが出来なくなり、 

再開月の初日から再度ご利用いただけるようになります。 

※休会の期間を変更される場合は変更したい月の 

前月の 20日までにご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

退会 

再開の予定がない方が対象となります。 

退会したい月の前月 15日 23：59までに退会の旨をメールもしくはお電話にてご連絡ください。 

例)3月末までで受講を停止したい ⇒ 3月 15日 23：59までに申込 

確認後、退会に伴う書類をお送りいたしますので 25日までにご返送いただくと退会手続きが完了となります。 

退会する月の末日まで映像コンテンツ KIWAMI AAA+をご利用いただけます。 

入会と同じくお月謝の日割りが出来かねますのでご了承下さい。 

コース変更や退会・休会のお申し出がない場合は、自動更新となり、次年度以降も自動継続となります。 

 

スクーリング追加 
追加１回 30分 ￥2,750(追加回数は選択できます。) 

前月 15日までに次月の追加分をお申込みいただくと、費用は次月引落処理が可能です。 

過ぎてしまった場合、お振込をお願いする場合がございますので予めご了承ください。 

個別 zoomスクーリングの追加希望はメールまたはお電話でご連絡ください。 

 

 

〒591-8023大阪府堺市北区中百舌鳥町 2-50 ハイネスセンターコート２-C 

イング玉井式コース TEL：080-7124-9426 MAIL：kiwami-z@ing-edu.com

ver23.0 

QRコードが読み取れない方は・・・ 

件名：〇〇の極休会申込  本文：①学年 ②お子さま氏名 ③保護者さま氏名 ④休会する月 ⑤再開する月 

を入力の上、【kiwami-z@ing-edu.com】までメール送信してください。 

 

図形の極 

休会仮申込 

 

代数の極 

休会仮申込 

 



営業時間 平日 11：00～19：00 1 留守番電話もご利用ください 

 

2023年度版（2023.3-2024.2） 

 

学費一覧と進め方 
 

 

 

 

 

 

「ASOBI AAA＋」を用いた学習による強みと通塾学習との違い 

◇ 小学受験に対応したオリジナルカリキュラム 

小学生からスタートさせたい図形の極・数の極学習の準備に必要な『理解への気づきと感覚』を生み出す事が可能に

なっています。また、小学校受験のために必要な学習項目も網羅。暗記教育ではなく、『イメージング力』が育まれ、気

付きによるトレーニングが可能です。 

 

◇ 未就学児だからこそ、無理なく一人ひとりの目的にあわせた学習のリズムを作ることが可能 

教室に通わずに学習ができるため、保護者の皆様にとってお子様の状況をリアルタイムに確認できます。また、幼児・

低学年指導に精通した講師との、オンライン面談を通して更なるお子様の学習意欲の向上に必要なアドバイスなどを

受けることが可能です。 

 

対象  年中・年長（年少未満の場合は、体験前にご相談ください） 
 

ご家庭での準備物 ①タブレット又は PCどちらかの機器 ②インターネット環境  ③筆記用具 
 

内容・費用 費用はすべて税込  講座内容は月単位で変更ができます 

【定員制集団講座】 ￥5,390/月 

・専用教材使い放題(テキスト・映像コンテンツ ASOBI AAA+) 

・[テキスト check]zoom参加 

 

【個別講座】 ￥7,920/月 

・専用教材使い放題(テキスト・映像コンテンツ ASOBI AAA+) 

・個別 zoomスクーリング月１回 30分（～最大 45分） 

1対 1 の完全個別対応をさせていただきます。 

※別料金にて個別 zoomスクーリング回数追加可 

  詳しくは P5をご覧ください。 

 

【集団・個別共通費用】 

・教材費（教材購入時のみ） \2,420/１冊 

・配送料１冊あたり  国内 ￥550  国外アジア￥2,700      国外オセアニア・北米・中米・中近東￥3,700 
国外ヨーロッパ￥4,100   国外南米・アフリカ￥5,700 

  

今までの幼児教材とはここが違います！ 

① 映像がイメージング力を鍛え、概念理解を助ける 

② 進級式で少しずつ難易度が上がるスパイラル式 

③ 一人ひとりの力や目的にあわせた学習スタイル 

保管用 

オンライン対応 



営業時間 平日 11：00～19：00 5 留守番電話もご利用ください 

入会・退会等に伴うお手続きについて 

入会・休会・退会・卒業に伴う手続きの場合、弊社へご連絡いただいた日の翌営業日までに内容にお間違いがないか確

認のご連絡をいたします。弊社からの連絡がない場合はいただいたご連絡が届いていない可能性が考えられますので

お手数ですが再度ご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

 

入会 

お月謝は月単位で発生し、日割り計算が出来かねます。 

そのため、月の途中からご入会いただく場合も 1 ヶ月分のお月謝となりますのでご了承ください。 

スタート月の 1日午後から映像コンテンツ ASOBI AAA+（WEBブラウザ版・アプリ版）をご覧いただくことができます。 

 

ご入会のタイミングにより、初回のみお振込みをご案内する場合がございます。お振込手数料はお客様負担となります。 

ご入会手続き後の初回郵送物の中に詳細を記載しておりますのでご確認をお願いいたします。 

以降、毎月 14日が自動引落日となっております。(14日が金融機関休業日の場合は翌営業日になります。) 

 

休会 

再開する月が決まっている方が休会の対象となります。 

右記QRコードを読み取り、必要事項を入力して 

休会を始めたい月の前月 15日 23：59までに送信してください。 

例）5月から休会したい ⇒ 4月 15日 23：59までに申込 

休会期間中は映像コンテンツのログインが出来なくなり、 

再開月の初日から再度ご利用いただけるようになります。 

※休会の期間を変更される場合は変更したい月の 

前月の 20日までにご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

退会 

再開の予定がない方が対象となります。 

退会したい月の前月 15日 23：59までに退会の旨をメールもしくはお電話にてご連絡ください。 

例)3月末までで受講を停止したい ⇒ 3月 15日 23：59までに申込 

確認後、退会に伴う書類をお送りいたしますので 25日までにご返送いただくと退会手続きが完了となります。 

退会する月の末日まで映像コンテンツ KIWAMI AAA+をご利用いただけます。 

入会と同じくお月謝の日割りが出来かねますのでご了承下さい。 

コース変更や退会・休会のお申し出がない場合は、自動更新となり、次年度以降も自動継続となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〒591-8023大阪府堺市北区中百舌鳥町 2-50 ハイネスセンターコート２-C 

イング玉井式コース TEL:080-7124-9426 MAIL: kiwami-z@ing-edu.com

Ver23.0 

QRコードが読み取れない方は・・・  

件名：〇〇の極休会申込  本文：①学年 ②お子さま氏名 ③保護者さま氏名 ④休会する月 ⑤再開する月 

を入力の上、【kiwami-z@ing-edu.com】までメール送信してください。  

休会仮申込 

 



 

新小４～小５対象 玉井式【国語的理科教室】募集要項 

最終目標 

自分で考えて記述する力をつける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語的理科 学習時間・費用 年間授業回数小 4・小５：2023年 4月～2024年 3月で計 39 回 

学習内容 学習時間 月謝 
年間教材費 

（テキスト・テスト代） 

学習支援費 

（1 カ月・毎月納入） 

国語的理科教室 ６０分 ￥４,400 下記記載 ￥1,430 

※年間教材費は入学月に必要となります。             （費用はすべて税込にて記載） 

4 月～9月入会生 ￥6,600    10月～3月入会生 ￥3,300 

※学習支援費…家庭学習用映像提供費です。各自、次回習う単元の映像をご家庭にて学習していただきます。 

 

実施予定日時 

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問 

★先生に連絡を取りたい場合は、どうすればいいですか？ 

☆当日の欠席などは、玉井式コースとして連絡窓口になる電話番号を以下に記載しています。4 月スタート時

に、番号登録をお願いいたします。また、その他ご相談等は、電話・メールどちらでもお受付いたしており

ます。こちらから、改めてお電話・メールにてご連絡させていただきます。 

また、場合により（欠席週の家庭学習・誤答のやり直し指示など）講師からメールでご連絡させていただく

こともあります。 

欠席の場合の対応 

☆レコーディング動画情報を配信いたします。（ただし欠席者用動画ではなく、授業をレコーディングしたもの

になります。） 

▶配信日  ：原則授業翌日までに動画視聴用ＵＲＬ・パスワードをご案内 

▶視聴期限 ：14 日以内（それ以降は視聴ができません。） 

☆2 か月に 1回程度の間隔で、授業がない日に「フォロータイム」を設けさせていただきます。 

詳しくは随時ご案内をメールにて配信させていただきますのでご確認ください。 

学年 曜日 実施時間 

小 4 木曜日 19:30～20:30 
ZOOM を利用し、ご自宅からオンラインでご参加いただきます。 

カメラ・マイクともに ON でご参加ください。 小 5 金曜日 

玉井式「国語的理科教室」のカリキュラムは、子どもたちに「自分で考えて記述

する力」が自然に身に付くように開発されています。 

一人で勉強しているだけではどうしても身に付きにくい記述問題を、 

周りの意見も聞きながら自分の力で書いていくことができるようになります。 

また、映像もこの授業では欠かせない大切なツールとなります。自分の言葉で、

自分の力で書くためのイメージングを映像が手伝います。 

 今後ますます求められていくことが明確な「自分の意見を自分の言葉で発信する

力」を養い、社会に出た時に役に立つ人になってほしいと考えています。 



¥6,600

学年 受講教科 費用

小学2年生 英・算・国 ¥5,500

英・算・国 ¥6,600

英・算・国・理・社 ¥7,700

英・数・国 ¥8,800

英・数・国・理・社 ¥9,900

2023年度版（2023.4-2024.3）

入会特典

お月謝は月単位で発生し、日割り計算が出来かねます。
そのため、月の途中からご入会いただく場合も1ヶ月分のお月謝となりますのでご了承ください。
初回のみお振込みをお願いしております。
ご入会手続き後にお送りするメールに詳細を記載しておりますのでご確認をお願いいたします。
以降、毎月14日が自動引落日となっております。(14日が金融機関休業日の場合は翌営業日になります。)

入会・退会に伴う手続きの場合、25日までにご連絡いただいた内容に間違いがないか確認のお電話をいたしま
す。お電話がない場合はいただいたご連絡が届いていない可能性が考えられますのでお手数ですが再度ご連絡い
ただきますようお願い申し上げます。

zoomオンライン質問・相談コーナーを1カ月で合計120分まで実施できます。
週に1回30分ずつ、月に２回60分ずつなど、月120分までを「自由に」カスタマイズできます。

退会

入会

入会・退会等に伴うお手続きについて

【zoomスクーリング】

【ご家庭での準備物】

【費用/月（税込）】

中学生

小3～6年生

【初回事務手数料（税込）】

〒591-8023  大阪府堺市北区中百舌鳥町2-50  ハイネスセンターコート2-C
TEL 080-3347-6345　　　イング・ラシクオンライン校

営業時間　　平日14:00-22:00

①タブレットまたはPCのどちらかの機器（低学年はタブレット推奨）
②インターネット環境
③筆記用具

・学習スケジュール作り
・webコンテンツの詳しい使い方
など、不安を解消し、家庭学習の入り口をZoomにてサポートいたします。（最大６０分）
保護者様のみの参加、保護者様とお子様揃っての参加、お子様のみの参加、いずれでも構いません。
ご希望の場合はメールにてお申込みください。

学習をしなくなる月の前月15日23：59までにお電話にてお名前と退会の旨をお伝えください。
退会に伴う書類をお送りいたしますので25日までにご返送いただくと退会手続きが完了となります。
退会する月の末日まで機器でのログインが出来ます。入会と同じくお月謝の日割りが出来かねますので、ご了承ください。
例)3月末で退会したい→3月15日の23：59までにお電話ください。
※留守番電話に入れていただくこともできますのでお電話は何時にいただいても構いません。
コース変更や退会・休会のお申し出がない場合は、自動更新となり、次年度以降も自動継続となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンラインラシクLite　募集要項



¥6,600

学年 受講教科 60分×4回 60分×8回 60分×12回 60分×16回 60分×20回

小2・3年生 英・算・国 ¥4,400 ¥6,600 ¥8,800 ¥13,200

小4～6年生 英・算・国 ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

中1・2年生 英・数・国・理・社 ¥17,600 ¥22,000 ¥24,200

中学3年生 英・数・国・理・社 ¥19,800 ¥24,200 ¥27,500

¥2,200

※翌月以降の調整となる場合があります。
コース変更や退会・休会のお申し出がない場合は、自動更新となり、次年度以降も自動継続となります。

学習をしなくなる月の前月15日までに担当者にお申し出ください。
退会に伴う書類をお送りいたしますので、同月25日までに必要事項をご記入の上、ご返送ください。
翌月からの授業料引落しを停止し、当月末退会処理を行います。
※回数変更・退会のお申し出が15日を過ぎた場合は、金額変更や退会手続きができかねます。

＊入学月に季節講習会が実施される場合は、受講回数を相談させていただきます。
【事務手数料（初回のみ）、管理（諸経）費1か月分】を入学初回月にお振込みいただきます。（振込手数料はご負担願います）
・毎月15日から21日の入会　　：月額授業料の50％　　　　・毎月22日から末日までの入会　：月額授業料の25％
・毎月1日から7日の入会　 ：月額授業料全額　　　　　　　 　・毎月8日から14日の入会　：月額授業料の75％
【授業料について】

・弱点単元数により、追加回数をご提案させていただきます。（1回 \1,100／追加分は振込になる場合があります。）

・志望校判定のために五ツ木の模擬テスト会の受験をご案内しています。（有料）
・夏期、冬期に実施される学習塾イング（系列塾）の入試対策講座などの参加が可能です。（有料）

【併用受講　割引特典】
・プログラミング講座を併用受講いただくと、プログラミング講座の月謝が￥8,800⇒￥6,600（￥2,200引き）となりま

【季節講習会のご案内】

【中学3年生の受験対策として】

①タブレットまたはPCのどちらかの機器（低学年はタブレット推奨）　②インターネット環境　③筆記用具

〒591-8023  大阪府堺市北区中百舌鳥町2-50  ハイネスセンターコート2-C
TEL 080-3347-6345　　　イング・ラシクオンライン校

営業時間　　平日14:00-22:00

・小・中学生には6、12、3月にすらら学力診断テスト（無料）を実施し、その結果を基に季節講習会の案内をいたします。

変更を希望する月の前月15日までに担当者にお申し出ください。（お申し出受付後、お手続き方法をご案内いたします。）

2023年度版（2023.4-2024.3）

3.退会される場合

2.月途中からの入会を希望される場合

年度途中での回数変更・月途中からの入会・当月末退会のお手続きについて

【ご家庭での準備物】

【授業料/月（税込）】

1.回数を変更したい場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンラインラシクPremium　募集要項

※月次費用の引落日は毎月14日（土・日・祝は翌平日）です。

【初回事務手数料（税込）】

【管理（諸経）費/月（税込）】

・ユメドア英語講座を併用受講いただくと、ユメドア英語講座の月謝が￥5,940⇒￥3,300（￥2,640引き）となります。
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※費用はすべて税込となっております。

※月謝の引落日は毎月14日（土・日・祝は翌平日）です。

　（サーティファイ情報処理能力認定委員会が主催する検定で、受講生以外でも受験可能です。）

※プログラミング講座は検定合格を目標としたカリキュラム内容になっておりますので、 

　カリキュラムの進捗状況を鑑み、適宜受験をご提案させて頂きます。

授業料・月回数が下記の通りになります。

退会される当月１５日までに担当者にお申し出ください。
退会に伴う書類をお送りいたしますので、同月25日までにご返送ください。
翌月からの授業料引落しを停止し、当月末退会処理を行います。
注1）変更のお申し出が１５日を過ぎた場合は、金額変更や返金手続きができなくなり、翌月以降の調整となります。

（月の途中での変更はできません。）

注２）退会のお申し出がない場合は自動更新となり、次年度以降も自動継続となります。

TEL：080-3347-6345
MAIL：online@ing-edu.com

【検定料】

◆学費一覧◆

◆ジュニア・プログラミング検定◆

オンラインプログラミング講座　募集要項

【テキスト代】
¥2,750

（初回のみ）

60分×4回

学年 月謝 月時間数

小1～中2 ¥8,800

【退会手続き】

【割引特典】 学習塾イングおよびラシクPremium受講生の
併用受講は月謝\6,600（\2,200引き）で受講が可能です。

【月途中入会】

・毎月1日から7日の入会　：\8,800、60分×4回

・毎月8日から14日の入会　：\6,600、60分×3回

・毎月１５日から２１日の入会　：\4,400、60分×2回 

・毎月22日から末日までの入会　：\2,200、60分×1回 

¥2,400 ¥2,600 ¥2,800 ¥3,000

4級（エントリー） 3級（ブロンズ） 2級（シルバー） 1級（ゴールド）
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※費用はすべて税込となっております。

※月謝の引落日は毎月14日（土・日・祝は翌平日）です。

◆対象学年◆ ◆学習量◆ ◆準備物◆

小学４年生～６年生 週1回　70分 筆記用具　+　スマホorタブレットorパソコン
（HR10分＋授業60分） ノート（英語罫線　13段）

教材（各学年2冊）
◆学費◆

※校舎から手渡しの場合は配送料は不要です。

学習塾イングおよびラシクPremium受講生の併用受講は、
授業料　\3,300（\2,640引き）　で受講可能です。

◆曜日・時間帯◆

※夕方の回・夜の回の指導内容は同じです。
どちらかの回をお選びいただけます。

▼各種お手続き

◇入会
ご入会を希望される場合は、下記の電話番号もしくはメールアドレスにご入会希望の旨ご連絡ください。

入会したい月の前月20までにお申し出いただけますとスムーズです。

◇退会
退会したい月の前月１５日23：59までに授業担当者もしくは下記のメール・お電話にご連絡ください。

例）2月末までで受講を停止したい　⇒　2月15日23：59までにご連絡ください。

受付後、退会に伴う書類をお送りいたしますので25日までにご返送いただくと退会手続きが完了となります。
注1）お申し出が１５日を過ぎた場合は翌月以降の退会となります。

注２）退会のお申し出がない場合は自動更新となり、次年度以降も自動継続となります。

イング　オンライン校
TEL：080-3347-6345

MAIL：online@ing-edu.com

17:30～18:40

オンライン　ユメドア英語講座　募集要項

火曜日

￥5,940/月

授業料 教材費
（年間分・入会月納入）

¥3,960

17:30～18:40

　20:30～21:40

　20:30～21:40

【割引特典】

小5

小6

金曜日

木曜日

配送料
（年間分・入会月納入）

¥550

小４

曜日
夕方の回 夜の回

17:30～18:40 　20:30～21:40

時間



授業も、授業外も、個別質問も。みんなを感じながら学べる、オンラインなのに通うのが楽しくなる教育メタバース。

イングオンラインキャンパスはオンライン授業前後のコミュニケーション課題を補完し生徒の学習意欲や競争心の向上につながる仮想学習空間です。

仮想学習空間でまさに「家にいながらにして塾を活用できる」イメージです。

～中１で英検３級、中２で英検２級合格を目指す講座～ ～学校の授業が分かる学年別講座～

小学６年生～中学３年生 小学4年生～小学6年生

2023年4月～ ※8月平常あり 2023年3月～2024年2月 ※8月平常あり

週1コマ　60分 週1コマ　70分 ※英語科講師によるオンラインライブ授業

【入学金】 ¥0 【入学金・初回事務手数料】 ¥0

【初回事務手数料】 ¥6,600 【授業料　／月】 ¥5,940

【授業料　／月】 ¥8,800 学習塾イング在校生 ¥3,300 （併用受講価格）

※イング在校生 ¥6,600 （併用受講価格） 【学習支援費】 ¥0

【学習支援費】 ¥0 【教材費】 \3,960/年間

【教材費】 \1,100/1冊 【テスト費】 ¥0

【テスト費】 ¥0

※英検受検は料金を含め個人申込

＜ユメドア英語受講生の方対象＞

～中１で英検３級、中２で英検２級合格を目指す講座～ ～ユメドア英語で習ったことをさらに使える英語に実践していく講座～

小学1年生～高校３年生 小学4年生～小学6年生のユメドア英語受講生

2023年4月～2024年3月 ※8月平常あり 2023年3月～2024年2月 ※8月平常あり

自立学習スタイル 月2回　各30分

個人の目標設定進捗管理は担当講師との 【入学金・初回事務手数料】 ¥0

面談を通じて行っていきます。 【授業料　／月】 ¥3,520

【入学金・初回事務手数料】 ¥0 【学習支援費】 ¥0

【授業料　／月】 ¥2,750 【教材費】 ¥0

【学習支援費】 ¥0 【テスト費】 ¥0

【教材費】 ¥0
※アプリコンテンツ

【テスト費】 ¥0
　　を活用

※英検受検は料金を含め個人申込

【学習塾イング　２０２３年度　学費　イングオンラインキャンパス】

イング　オンラインキャンパス

＜対象学年＞

＜開講期間＞

＜費用＞

学年は4月からの新学年となります。

～みんなを感じられるバーチャル教育空間～

イング　オンラインキャンパスで学べる各種講座

英検対策講座

英検英単語トレーニング講座（略称：単トレ）

＜対象学年＞

＜開講期間＞

＜対象学年＞

＜開講期間＞

※ユメドア英語の
教材を活用

＋配送料\550

＋配送料\550

＜費用＞

＜学習時間＞

＜費用＞

＜費用＞

＜学習方法＞

＜学習時間＞

ユメドア英語講座

＜学習時間＞

オンライン英会話講座

＜対象学年＞

＜開講期間＞
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