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会社概要

オリジナルキャラクター エンブレム

英語の時間のエンブレムには、リーフィーがいます。時を重ねて

葉が茂り、やがて豊かな森ができるように、英語も少しづつ上達

して、やがては世界で活躍できる人材を育てたいと考えています。

Leafy は英語の時間のオリジナルキャラクターです。

木と時の精霊として 2000 年 4 月 1 日に誕生しました。

名前は生徒様から募集して採用させて頂きました。

有限会社 英語の時間

上杉　昭

2000 年 4 月 1 日

2002 年 1 月 8 日

1,000 万円

15 名

〒108-0074　東京都港区高輪 1-2-17 高輪梶ビル 2Ｆ

03-5795-4636

〒329-3222 栃木県那須郡那須町

【受付時間】 平日 / 土日 11:00-22:00

全ての手続きが完了次第授業開始可能

本校の講座は、契約期間が 2 ヶ月以内の為、特定商取引法の規制を受けません

本校の講座は、契約期間が 2 ヶ月以内の為、クーリングオフの適用外となります

三菱ＵＦＪ銀行 / 三井住友銀行 / さわやか信用金庫

入学金 / テキスト代 / 授業料 / 休学手数料 / 施設管理費等の諸費用

【支払方法】クレジット（PayPal）でのオンライン決済 / 口座振替 / 現金

【支払期日】お申し込み時

英会話教室・オンライン英会話の経営 / 英語教師の育成 /

TOEIC・TOEFL・IELTS・英検対策

東京商工会議所会員 / 社団法人 全国外国語教育振興協会加盟校

英検団体登録準会場認定校

総額 50,000 円を超える契約、且つ役務提供期間 2 ヶ月超の場合の中途解約は、

予約済みの回数分を除き、規定の解約手数料を差し引いて残金を返金します。

解約手続きが終了してから 1 ヶ月以内にご指定の銀行口座にお振込致します。

契約期間が 2 ヶ月以内の場合は、返金できません。詳しくは、契約時に締結

した受講申込書をご覧下さい。

会社名

代表者

創業

設立

資本金

社員数

本社住所

電話番号

研修センター

授業時間

授業の開始日

特定商取引に関する法律

クーリングオフ

取引銀行

受講に関する費用

事業内容

その他

中途解約

EX Study Club ：https://www.eigonojikan.club

Office-40 ：https://www.eigonojikan.biz

WEB500 ：https://www.eigonojikan.site
E-Master ：https://www.eigonojikan.org

英語関連知識 ：https://www.eigonojikan.info
英語試験対策 ：https://www.eigonojikan.net

こども英会話 ：https://www.eigonojikan.com
日常英会話 ：https://www.eigonojikan.jp
ビジネス英会話 ：https://www.eigonojikan.tokyo

英語の時間 総合サイト：https://www.eigonojikan.co.jp

ホームページ
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個人情報保護方針 / 免責事項

個人情報保護方針

英語の時間は、個人情報（生存する個人を識別できるもの）を取り扱う際に、

個人情報保護法をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、および、主務大臣の

ガイドラインに定められた義務、並びに、本保護方針を厳正に遵守します。 

利用目的をできる限り特定し、本人（その個人情報によって識別される特定の

個人）の同意を得て個人情報を取り扱います。

●

個人情報保護方針

英語の時間のウェブサイト及び関連サイト（携帯サイトを含む、以下同様 )、

当ウェブサイトの全ての情報、写真、ロゴマーク、キャラクター等は『英語の

時間』が著作権又は登録商標を保有しております。

●

英語の時間は当ウェブサイトに掲示した情報に細心の注意を払っていますが、

次の点の保証はできません。また当ウェブサイトのご利用によって生じた損害は

英語の時間に重大な過失がない限り賠償致しません。

1) 掲示された情報が、全て正しく、全て安全で、全て有用であること

2) 掲示された情報が、常に最新のものであること

3) 予告なしにサーバーの停止、情報の変更、提供の中止・中断を行うこと

●

英語の時間は、個人情報を取得する場合、適正な手段で取得するものとし、

法令により例外として扱われるべき場合を除き、利用目的を、あらかじめ公表

するか、取得後速やかにご本人に通知または公表します。但し、本人から書面

で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。

●

英語の時間は、取り扱う個人データ（個人情報データベース等を構成する

個人情報をいい、個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物

であって、電子データベースのほか、紳士録書籍のように特定の個人情報を

容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定められたものを

いいます。以下も同様とします。）を、利用目的の範囲内で正確・最新の内容に

保つよう努め、また、安全管理のために必要・適切な措置を講じ、従業者および

委託先を監督します。

●

英語の時間は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ

本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。

●

英語の時間は、取り扱う個人情報につき、本人からの苦情に対し迅速かつ適切に

取り組み、学校内管理体制の整備に努めます。

●

当ウェブサイトにおいて次のような行為を行うことを禁止します。

1) 国内法ないし各国法に抵触する犯罪行為

2) 公序良俗に反する行為

3) 第三者の権利を害しまたは誹謗中傷する行為

4) 営利を目的とする行為またはその準備を目的とする行為

5) 英語の時間の信用を毀損し，または不利益をもたらす，あるいはもたらす

恐れのある行為

6) コンピュータウイルスなど有害なプログラムの使用または提供する行為

7) 英語の時間の許可無く無断で当ウェブサイトにリンクを張る行為

8) その他、英語の時間が不適切と判断した行為

●

英語の時間は、保有個人データ（開示、内容の訂正等の権限を有する個人データ

であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの

として政令で定めるもの、または 6 ヶ月以内に消去することとなるもの）につき、

法令に基づき本人からの開示、訂正等に応じます。

●
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採用情報【新卒：正社員】

事務局：一般事務、生徒サポート（講座・サポートクラス担当）

教務部：英会話、資格試験対策の教授（マンツーマン・2 名クラス担当）

東京都港区高輪 1-2-17 高輪梶ビル 2F勤務地

南北線・都営三田線 白金高輪駅前最寄駅

毎年 1 月と 7 月賞与

毎年 4 月昇給

4 月 1 日勤務開始

大学、大学院を卒業見込みの方応募資格

採用スケジュール：

  5 月 募集開始 ⇒ 8 月 内定 ⇒ 10 月 新人研修開始

採用までの流れ：

  書類審査 ⇒ 一次面接 ⇒ 二次面接 ⇒ 最終面接 ⇒ 内定 ⇒ 新人研修 ⇒ 入社

  ※採用内定後は、新人研修制度、提出書類の説明があります。

休校日 : 冬季休暇 20 連休、夏季休暇 12 連休、2 ヶ月に 1 回 5 連休定休日

大卒初任給 241,600 円

大学院卒初任給 243,200 円
給与

社会保険・厚生年金・雇用保険・労災加入

昇給年 1 回、賞与年 2 回、各種手当て有り

有給休暇、慶弔休暇、育児休暇有り

交通費支給（但し 1 日 1,500 円まで）

待遇

授業時間：平日 / 土日 11:00-21:50

【週休 3 日制】 1 ヶ月 16 日出勤

11:00-22:00 (1 日 10 時間勤務 /1 時間休憩 )

【週休 2 日制】 1 ヶ月 20 日出勤

12:00-21:00 (1 日 8 時間勤務 /1 時間休憩 )

【完全週休 3 日制】 日曜日＋平日 2 連休 / 土曜日＋平日 2 連休

※年間 180 日間勤務 / 185 日間休日

【完全週休 2 日制】 日曜日＋月曜日 / 金曜日＋土曜日

※年間 210 日間勤務 / 155 日間休日

【共通】初年度 10 日間の有給休暇有り(過去 10 年間で有給消化率 90％以上)

英語の時間 倫理規定

【 社是 】
● 英語教育を通じて社会に貢献し、社員全員が幸せを感じる職場を目指す

【 社訓 】
● 顧客の求める品質を、適正価格で提供すれば、会社に十分な利益をもたらす
● システムとサービスは、さらに進化する事により、会社の未来を創造する

仕事内容

勤務時間

休日

選考方法
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採用情報【中途採用：勤務時間限定／職務限定／勤務地限定正社員】

勤務時間・曜日

平日 16:00-20:00（4 時間）

土日 11:00-20:00（8 時間 + 1 時間休憩）
● A シフト : 木曜日、金曜日、土曜日 ⇒ 週 3 日／月 12 日（64 時間）
● B シフト : 日曜日、月曜日、火曜日 ⇒ 週 3 日／月 12 日（64 時間）
● C シフト : 土曜日、日曜日 ⇒ 週 2 日／月 8 日（64 時間）
● D シフト : 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 ⇒ 週 4 日／月 16 日（64 時間）

※上記の 4 種類の勤務シフトからお選び頂けます。

休日

● A シフト : 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日【週休 4 日】
● B シフト : 水曜日、木曜日、金曜日、土曜日【週休 4 日】
● C シフト : 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日【週休 5 日】
● D シフト : 水曜日、土曜日、日曜日【週休 3 日】

※休校日 : 冬季休暇 20 連休、夏季休暇 12 連休、2 ヶ月に 1 回 5 連休

教務部：英会話、資格試験対策の教授（マンツーマン・2 名クラス担当）仕事内容

東京都港区白金高輪駅前（白金高輪校）

栃木県那須郡那須町（那須オンラインセンター）
勤務地

固定給（97,280 円／月）

昇給・賞与あり、各種手当あり、有給休暇あり
給与・待遇

採用までの流れ：

  書類審査 ⇒ 一次面接 ⇒ デモレッスン（1,300 円＋交通費） ⇒ 最終面接 ⇒

  ⇒ 内定 ⇒ 入社

  ※入社後は 64 時間の試用期間、提出書類があります。

選考方法

勤務時間限定正社員（中途採用：英語教師 ) を不定期で募集します。

【 求める人材 】
● 英検準 1 級／ TOEIC890 点以上の英語力を有する方
● 英会話スクールや中学校、高校、企業等で英語を教えていた方
● 塾講師、家庭教師等で英語の指導経験があり英語が話せる方
● 海外の大学、大学院を卒業、もしくは 1 年以上の留学経験のある方

英語の時間では、通学して頂いている生徒様を対象に【授業満足度調査】を 23 年間継続して実施しております。

講師との相性率は 98％、授業の満足度は 93％でした。

23 年間調査 授業満足度
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英語の時間 開講コース

１ コース：50 種類のコースから選択　

２ レベル：33 段階のステージから選択　

３ クラス：マンツーマンレッスン、ペアレッスン、グループレッスン、サポートクラスの 4 種類から選択　

４ 一般講座：月謝制固定講座、月謝制自由講座、回数制短期講座、回数制全日講座

５ 特別講座：月謝制当日講座(WEB500) 、回数制完結講座(E-Master)、回数制出張講座(Office40/10)も可能

こども英会話 / 学生英会話

ステージ 1 ～ステージ 2 M/P/G幼稚園児入門

5 歳以上の幼稚園児が対象、フォニックス、フラッシュカード、ゲーム、絵本、テキスト等を使った

楽しい授業です。

ステージ 3 ～ステージ 4 M/P/G/S小学生初級

ステージ 5 ～ステージ 6 M/P/G/S小学生中級

ステージ 7 ～ステージ 8 M/P/G/S小学生上級

保護者向け授業参観や、授業の理解度を記録した授業レポートの発行を行います。高学年では、英語活用の

実践的能力を養い、コミュニケーション能力の基礎を培います。

ステージ 9 ～ステージ 11 M/P/G/S帰国子女入門

ステージ 12 ～ステージ 14 M/P/G/S帰国子女初級

ステージ 15 ～ステージ 17 M/P/G/S帰国子女初中級

ステージ 18 ～ステージ 20 M/P/G/S帰国子女中級

ステージ 21 ～ステージ 23 M/P/G/S帰国子女中上級

ステージ 24 ～ステージ 26 M/P/G/S帰国子女上級

海外で英語を使っていたお子様、もしくは英検 3 級以上の小学生が対象となります。他の英会話教室では

物足りない生徒を、上級者への豊富な指導実績でサポートします。

ステージ 5 ～ステージ 10 M/P/G/S中学生入門

ステージ 10 ～ステージ 15 M/P/G/S中学生初級

ステージ 15 ～ステージ 20 M/P/G/S中学生中級

ステージ 20 ～ステージ 25 M/P/G/S中学生上級

ステージ 25 ～ステージ 30 M/P/G中学生特級

中学生向け英会話の授業が基本ですが、英検対策、ホームステイや海外留学の準備、高校受験対策、学校の

宿題、予習、復習、中間テスト、期末テストのサポートも可能です。

ステージ 5 ～ステージ 10 M/P/G/S高校生入門

ステージ 10 ～ステージ 15 M/P/G/S高校生初級

ステージ 15 ～ステージ 20 M/P/G/S高校生中級

ステージ 20 ～ステージ 25 M/P/G/S高校生上級

ステージ 25 ～ステージ 30 M/P/G高校生特級

高校生向け英会話の授業が基本ですが、英検対策、ホームステイや海外留学の準備、大学受験対策、

学校の宿題、予習、復習、中間テスト、期末テストのサポートも可能です。

※ M: マンツーマン　P: ペアレッスン　G: グループレッスン　S: サポートクラス
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英語の時間 開講コース

日常英会話

ステージ 5 ～ステージ 10 M/P/G/S日常生活入門

英語が苦手な方や基礎 / 基本から学びたい方に、人気の分かりやすいカリキュラムです。

ステージ 10 ～ステージ 15 M/P/G/S日常生活初級

単語や挨拶程度の語学力を、海外で十分通用する会話にレベルアップできるコースです。

ステージ 15 ～ステージ 20 M/P/G/S日常生活中級

日常生活でのあらゆる場面を想定して、ロールプレイを中心に対話能力を高めます。

ステージ 20 ～ステージ 25 M/P/G/S日常生活上級

経済、環境、時事問題を題材に、自分の意見を効果的に説明する説得力を身につけます。

ステージ 25 ～ステージ 30 M/P/G日常生活特級

ネイティブと対等に英語で議論したり、映画を字幕なしで観賞できる英語力を養成します。

ステージ 7 ～ステージ 10 M/P/G/S海外旅行入門

ステージ 10 ～ステージ 13 M/P/G/S海外旅行初級

英語圏への海外旅行を想定した実践的な旅行英会話の授業です。学生向けと社会人向けを選べます。

※ M: マンツーマン　P: ペアレッスン　G: グループレッスン　S: サポートクラス

英語関連知識

※ M: マンツーマン　P: ペアレッスン　G: グループレッスン　S: サポートクラス

ステージ 10 ～ステージ 16 M/P/G/S英文法初級

ステージ 16 ～ステージ 22 M/P/G/S英文法中級

ステージ 22 ～ステージ 30 M/P英文法上級

日本人講師が日本語で丁寧に英文法を説明、日本語での質問に日本語で答えます。英文法初級（中学卒業

程度）、中級（高校卒業程度）、上級が選べます。

ステージ 9 ～ステージ 13 M/P/G/S発音矯正入門

ステージ 13 ～ステージ 17 M/P/G/S発音矯正初級

ステージ 17 ～ステージ 21 M/P発音矯正中級

ネイティブのような発音で話したい方、英語での面接試験、海外留学やホームステイの準備にも発音矯正を

お勧めします。

M/P/S留学準備

アメリカ、カナダ、イギリス、オースラリア、ニュージーランド等の英語圏へ留学をお考えの方向けに

必要な英語力を養います。

M/P英語面接

外資系企業に就職や転職を希望する方が、英語面接の前に模擬面接で想定される内容を練習しておく事が

できます。
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英語の時間 開講コース

資格試験対策

※ M: マンツーマン　P: ペアレッスン　G: グループレッスン　S: サポートクラス

ステージ 5 ～ステージ 9 M/P/G/S英検 5 級

ステージ 8 ～ステージ 12 M/P/G/S英検 4 級

ステージ 11 ～ステージ 15 M/P/G/S英検 3 級

ステージ 14 ～ステージ 18 M/P/G/S英検準 2 級

ステージ 18 ～ステージ 22 M/P/G/S英検 2 級

ステージ 22 ～ステージ 26 M/P/G/S英検準 1 級

ステージ 26 ～ステージ 31 M/P英検 1 級

英検 1 級・準 1 級・2 級・準 2 級・3 級・4 級・5 級・ジュニア英検（ゴールド / シルバー / ブロンズ）

対策が可能です。一次筆記試験対策と二次面接対策があります。

ステージ 10 ～ステージ 15 M/P/G/STOEIC 初級

ステージ 16 ～ステージ 21 M/P/G/STOEIC 中級

ステージ 22 ～ステージ 33 M/PTOEIC 上級

TOEIC で高得点を目指す為に、住宅・旅行・買い物等の日常生活や会議・契約・請求書・人事等仕事に

関する問題を取り上げます。

ステージ 10 ～ステージ 15 M/P/STOEFL 初級

ステージ 16 ～ステージ 23 M/P/STOEFL 中級

ステージ 24 ～ステージ 33 M/PTOEFL 上級

アメリカやカナダで学業を修める目的で、歴史・文学・生物・動物学・植物学・人類学・天文学等の

学術的な問題を取り上げます。

ステージ 10 ～ステージ 17 M/P/SIELTS 初級

ステージ 18 ～ステージ 23 M/P/SIELTS 中級

ステージ 24 ～ステージ 33 M/PIELTS 上級

16 歳以上の方を対象に、イギリスやオーストラリアへの海外留学や海外研修、海外への移住等に必要な

英語力を測定するためのテストです。

ステージ 13 ～ステージ 15 M/P/Sビジネス入門

英語での挨拶や簡単な自己紹介など、外資系企業の面接試験の練習や海外研修の準備、新入社員研修にも

役立ちます。

ステージ 20 ～ステージ 25 M/P/Gビジネス中級

外国人上司・同僚・部下とのやり取り、欧米人顧客・取引先との交渉・接客・商談、海外支店・部署との

折衝等を学びます。

ステージ 25 ～ステージ 30 M/P/Gビジネス上級

会社や職場、海外出張先で日常的に想定されるビジネスシーンにスピーディーに対応できる対話力を養い

ます。

ステージ 15 ～ステージ 20 M/P/G/Sビジネス初級

自分の言いたい事が言えるようになる為に、外国人とのミーティングやプレゼンテーションの効果的な

テクニックを学びます。

ビジネス英会話

※ M: マンツーマン　P: ペアレッスン　G: グループレッスン　S: サポートクラス
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英語の時間 英会話学院の講座別授業料（一般講座）
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英語の時間 英会話学院の講座別授業料（特別講座）
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入学金割引制度

入学金割引制度のご案内
入学金：通常価格 11,000 円

2 英語の時間に通学している生徒様から紹介を受けた当日に入学
全講座
※WEB500 は入会金が対象

無料 ( 0 円 )

1 無料カウンセリングを受けた月内に入学
全講座
※WEB500 は入会金が対象

50％OFF ( 5,500 円 )

再入学の場合

※表示料金は全て税込です。

【一般講座】
月謝制固定講座
月謝制自由講座
回数制短期講座
回数制全日講座

【特別講座】
E-Master：回数制完結講座
Office40/10：回数制出張講座
WEB500：月謝制当日講座

WEB500 の入会金について

1 単独契約の場合

2 他の講座を併用した場合
一般講座 ・ 特別講座との併用

3 他の講座から WEB500 へ変更した場合
一般講座 ・ 特別講座から変更

4 WEB500 から他の講座へ変更した場合
一般講座 ・ 特別講座へ変更

入学金 11,000 円 ( 再入学金 5,500 円 )

新規で入学の場合

全講座
2 無料体験を受けた月内に入学

※WEB500 は入会金が対象
50％OFF ( 5,500 円 )

全講座
※WEB500 は入会金が対象

無料 ( 0 円 )
3 英語の時間に通学している生徒様から紹介を受けた月内に入学

1 無料体験を受けた当日に入学

※WEB500 は入会金が対象
全講座 無料 ( 0 円 )

入会金 11,000 円 ( 再入会金 5,500 円 )

英語の時間英会話学院 白金高輪校

【TEL】 03-5795-4636

【所在地】東京都港区高輪 1-2-17 高輪梶ビル 2F

【授業時間】平日 / 土日 11:00-21:50

【公式総合サイト】https://www.eigonojikan.co.jp Office-40 ：https://www.eigonojikan.biz

WEB500 ：https://www.eigonojikan.site
E-Master ：https://www.eigonojikan.org

EX Study Club ：https://www.eigonojikan.club

英語関連知識 ：https://www.eigonojikan.info
資格試験対策 ：https://www.eigonojikan.net

こども英会話 ：https://www.eigonojikan.com
日常英会話 ：https://www.eigonojikan.jp
ビジネス英会話 ：https://www.eigonojikan.tokyo
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授業料割引制度

授業料割引制度のご案内 (税込)

回数制全日講座

ペアレッスン×40回/2ヶ月
110,000円

99,000円

平日割引

10％OFF

回数制全日講座

マンツーマン×40回/2ヶ月
220,000円

198,000円

10％OFF

新規割引 継続割引

回数制全日講座

ペアレッスン×40回/2ヶ月
110,000円

99,000円

10％OFF

新規割引 継続割引

回数制全日講座

マンツーマン×40回/2ヶ月
220,000円

198,000円

平日割引

10％OFF

回数制短期講座

ペアレッスン×10回/2ヶ月
27,500円

24,750円

10％OFF

新規割引 継続割引

回数制短期講座

ペアレッスン×10回/2ヶ月
27,500円

24,750円

平日昼間割引

10％OFF

回数制短期講座

マンツーマン×10回/2ヶ月
55,000円

49,500円

平日昼間割引

10％OFF

回数制短期講座

マンツーマン×10回/2ヶ月
55,000円

49,500円

10％OFF

新規割引 継続割引

月謝制固定講座

マンツーマン×4回/1ヶ月
22,000円

19,800円

10％OFF

月謝制固定講座

5名クラス×4回/1ヶ月
8,800円

7,920円

10％OFF

月謝制固定講座

2名クラス×4回/1ヶ月
11,000円

9,900円

10％OFF

平日昼間割引 高校生割引中学生割引

平日昼間割引 高校生割引中学生割引

平日昼間割引 高校生割引中学生割引

平日昼間割引の対象は
11:00～15:50の授業です。

平日割引の対象は
11:00～21:50の授業です。

1レッスン50分
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WEB500 プレミア会員

Premier Member

特典 1：WEB500 都度払いプランの授業料が最大 70％OFF で受講できます。

特典 2：月謝制 ( 固定 ・ 自由 ) 講座の授業開始時間 75 分前迄の欠席連絡で 【75%OFF 券】 を発行します。

ご利用方法：施設管理費が PayPal ( 定期購読 ) にて引落となります。 授業料は受講前にクレジットカードでお支払い下さい。

対象者：月謝制 ( 固定 ・ 自由 ) 講座と WEB500 を併用している生徒様

有効期限：PayPal 定期購読決済日より 1 ヶ月間 ( 毎月自動更新：退学 ・ 退会後はご利用頂けません )

予約方法：受講希望時間の 24 時間前から授業開始 10 分前までの授業の予約ができます。 予約後の授業の振替やキャンセルはできません。

諸費用：WEB500 のご利用にあたっては、 入会金 11,000 円 ( 再入会金 5,500 円 ) と施設管理費 1,100 円 /1 ヶ月が必要です。

【 WEB500 プレミア会員ご利用条件 】

プレミア会員授業料（税込）

50％OFF

2,750円
1,375円
1,100円

(1年未満通学)
レギュラー会員

55％OFF

2,475円
1,235円

990円

(1年以上通学)
ブロンズ会員

60％OFF

2,200円
1,100円
880円

(3年以上通学)
シルバー会員

65％OFF

1,925円
960円
770円

(5年以上通学)
ゴールド会員

70％OFF

1,650円
825円
660円

(10年以上通学)
プラチナ会員

75％OFF

1,375円
685円
550円

75％OFF券利用
(消化期限：翌月末)受講人数

5,500円

2,750円

1,100円

通常
授業料

WEB5 活用例
グループレッスンを休んだ週の補習として
グループレッスンで分からなかったところをマンツーマンで補習
マンツーマンで習ったことをグループで実践
学校の宿題を一人でやるのが大変なので･･･
テスト前にテスト対策として
小学校の国語 ・ 算数も習いたい
英検の面接試験の練習として
ワークブックの添削に

スキマ時間を有効活用
手軽な料金で自由に会話を楽しみたい
サポートクラスで自由なテーマを教わりたい
旅行前にちょっと練習したい
出張前に英語に慣れておきたい
突然のご欠席時に
振替するのを忘れてしまった時に
振替先が決められない時に

マンツーマン

2名クラス

4名クラス

英語の時間英会話学院 白金高輪校

【TEL】 03-5795-4636

【所在地】東京都港区高輪 1-2-17 高輪梶ビル 2F

【授業時間】平日 / 土日 11:00-21:50

【公式総合サイト】https://www.eigonojikan.co.jp Office-40 ：https://www.eigonojikan.biz

WEB500 ：https://www.eigonojikan.site
E-Master ：https://www.eigonojikan.org

EX Study Club ：https://www.eigonojikan.club

英語関連知識 ：https://www.eigonojikan.info
資格試験対策 ：https://www.eigonojikan.net

こども英会話 ：https://www.eigonojikan.com
日常英会話 ：https://www.eigonojikan.jp
ビジネス英会話 ：https://www.eigonojikan.tokyo
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お友達紹介キャンペーン

お友達紹介キャンペーン
英語の時間をご家族やお知り合いに紹介して下さい！

Family &Friends

入学者： 入学金／再入学金無料
※紹介を受けた月の月末までに入学手続きが必要です。

紹介者： レッスンを1回分プレゼント
※プレゼントのレッスンは、紹介された方が入学したクラス人数と同等のクラスとなります。
　1）マンツーマンで入学 → マンツーマンレッスンを1回分プレゼント
　2）ペアレッスンで入学 → 2名入学でマンツーマンレッスンを1回分プレゼント
　3）2名クラスで入学 → 2名クラスのレッスンを1回分プレゼント
　4）4名クラスで入学 → 4名クラスのレッスンを1回分プレゼント
※プレゼントレッスンの受講期限： 紹介された方が入学した翌月末まで
※プレゼントレッスンの予約期間： 受講希望日の当日～4週間先まで
※プレゼントレッスンを予約後は、レッスンの振替や取り消しはできません。

英語の時間に通学中の生徒様からの紹介で入学した方は
入学金、及び再入学金が無料となります。

入学金無料の特典を利用する場合は、
紹介者のお名前を「無料体験申込時」にお伝え下さい。

紹介して頂いた生徒様へレッスンを1回分プレゼントします。
(プレゼントのレッスンは、紹介された方が入学したクラス人数と同等クラス)

※対象講座：WEB500を除く全講座

英語の時間英会話学院 白金高輪校

【TEL】 03-5795-4636

【所在地】東京都港区高輪 1-2-17 高輪梶ビル 2F

【授業時間】平日 / 土日 11:00-21:50

【公式総合サイト】https://www.eigonojikan.co.jp Office-40 ：https://www.eigonojikan.biz

WEB500 ：https://www.eigonojikan.site
E-Master ：https://www.eigonojikan.org

EX Study Club ：https://www.eigonojikan.club

英語関連知識 ：https://www.eigonojikan.info
資格試験対策 ：https://www.eigonojikan.net

こども英会話 ：https://www.eigonojikan.com
日常英会話 ：https://www.eigonojikan.jp
ビジネス英会話 ：https://www.eigonojikan.tokyo
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英語の時間 英会話学院
東京都港区高輪 1-2-17 高輪梶ビル 2F

英語の時間英会話学院 白金高輪校

【TEL】 03-5795-4636

【所在地】東京都港区高輪 1-2-17 高輪梶ビル 2F

【授業時間】平日 / 土日 11:00-21:50

【公式総合サイト】https://www.eigonojikan.co.jp Office-40 ：https://www.eigonojikan.biz

WEB500 ：https://www.eigonojikan.site
E-Master ：https://www.eigonojikan.org

EX Study Club ：https://www.eigonojikan.club

英語関連知識 ：https://www.eigonojikan.info
資格試験対策 ：https://www.eigonojikan.net

こども英会話 ：https://www.eigonojikan.com
日常英会話 ：https://www.eigonojikan.jp
ビジネス英会話 ：https://www.eigonojikan.tokyo


