
2018 KGIC Japan サマースペシャルトライアルレッスン 

KGIC へのご入会を検討いただいている方向けの特別なプログラムです。 

実際のレッスンのように、週 1 回または２回、50 分または 80 分のレッスンを 4 週間体験いただけます。 

現在ご通学いただいている生徒さんのご兄弟、ご紹介のお友達は優先的にご予約をお取りします。 

参加ご希望の方は裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、参加費とともに 7/14 迄にご提出下さい。 

 ☆各週 1 回または２回ずつ、4 週間(計 4 回または８回)、１クラス最大 6 名(*最少催行人数 2 名) 

    ☆料金   7,000 円（50 分×4 回/税込）、 12 ,000 円（50 分×8 回/税込） 

11,000 円（80 分×4 回/税込）、 19 ,000 円（80 分×8 回/税込） 

      

～レギュラークラスご入会特典～ 

サマースペシャルトライアルレッスンに参加後、10 月末までにご入会＆レッスンスタートの方には入会金割引！ 

・お１人ご入会された場合…３０％off 

・ご兄弟・お友達など 2 人以上で同時にご入会された場合…５０％off 

 

参加可能な日程すべての□に✓を入れてください。申込み後に人数調整をし、日時をお知らせいたします。 

７/23(月) 7/24(火) 7/25(水) 7/26(木) 7/27(金) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:40～4:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□4:40～5:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:10～4:00(50 分) 

□2:40～4:00(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分)

□2:10～3:30(80 分) 

７/30(月) 7/31(火) 8/1(水) 8/2(木) 8/3(金) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:40～4:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□4:40～5:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:10～4:00(50 分) 

□2:40～4:00(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分)

□2:10～3:30(80 分) 

8/6(月) 8/7(火) 8/8(水) 8/9(木) 8/10(金) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:40～4:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□4:40～5:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:10～4:00(50 分) 

□2:40～4:00(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分)

□2:10～3:30(80 分) 

8/13(月) 8/14(火) 8/15 水) 8/16(木) 8/17(金) 

お休み お休み お休み お休み お休み 

8/20(月) 8/21(火) 8/22(水) 8/23(木) 8/24(金) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:40～4:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□4:40～5:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:10～4:00(50 分) 

□2:40～4:00(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分)

□2:10～3:30(80 分) 

8/27(月) 8/28(火) 8/29(水) 8/30(木) 8/31(金) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:40～4:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□4:40～5:30(50 分) 

□2:10～3:30(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分) 

□3:10～4:00(50 分) 

□2:40～4:00(80 分) 

□2:10～3:00(50 分) 

□2:40～3:30(50 分)

□2:10～3:30(80 分) 

対象：3 歳～年長 

英語初心者 



参加希望者氏名  生年月日 20  年   月   日  歳 

氏名のローマ字  保護者氏名  

保育園/幼稚園名  (*○をつける) 未就園・年年少・年少・年中・年長 

住所/電話番号 〒                              / 

携帯メールアドレス  紹介者  

その他（お子さんについて KGIC

に知ってほしいことなど） 

 

 

 

参加希望者氏名  生年月日 20  年   月   日  歳 

氏名のローマ字  保護者氏名  

保育園/幼稚園名  (*○をつける) 未就園・年年少・年少・年中・年長 

住所/電話番号 〒                              / 

携帯メールアドレス  

その他（お子さんについて KGIC

に知ってほしいことなど） 

 

 

 

参加希望者氏名  生年月日 20  年   月   日  歳 

氏名のローマ字  保護者氏名  

保育園/幼稚園名  (*○をつける) 未就園・年年少・年少・年中・年長 

住所/電話番号 〒                              / 

携帯メールアドレス  

その他（お子さんについて KGIC

に知ってほしいことなど） 

 

 

参加希望者氏名  生年月日 20  年   月   日  歳 

氏名のローマ字  保護者氏名  

保育園/幼稚園名  (*○をつける) 未就園・年年少・年少・年中・年長 

住所/電話番号 〒                              / 

携帯メールアドレス  

その他（お子さんについて KGIC

に知ってほしいことなど） 

 

 


