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英語の時間 英会話学院のご案内

英語の時間（東京都港区：白金高輪校）は 2000 年 4月に開校、
23 年間で 10,000 名以上の生徒様が受講しました。
平日 /土日の 11:00-21:50 まで、1ヶ月 1,000 クラス、
年間 12,000 レッスンを開講しています。
開校以来 23 年間、毎年「授業満足度調査」を行っています。
2022 年は、講師相性率 98%、満足度 93%でした。

生徒一人一人の年齢、職業、レベル、目的に応じて 10,000 種類の
教材の中から最適な指導書を選択します。

英語の時間では、5種類のカテゴリー（分類）、50 種類のコース（科目）、4種類の講座（通い方）、
6種類のクラス（人数）、3種類のフィールド（分野）、33 段階のステージ（レベル）が選択できます。

年以上の指導実績

年令、目的に合わせて必要な英語を分類、教え方、学び方を研究、効率よく短期間で習得できるように
工夫しています。

こども英会話 /学生英会話
5歳以上の幼稚園児、小学生、中学生、高校生、帰国子女対象の授業です。

4種類の一般講座と、3種類の特別講座（都度払い /受け放題、コーチングプログラム、ビジネストレーニング）
があります。

日常英会話 /旅行英会話
日常生活に必要な日常英会話、海外旅行で役に立つ旅行英会話の授業です。
ビジネス英会話
社会人、ビジネスマン向け、会社、職場、仕事で使うビジネス英語を実践的に学びます。
資格試験対策
学生、社会人向けの英検対策、TOEIC 対策、TOEFL 対策、IELTS 対策で高得点を目指します。
英語関連知識
学生、社会人向けの英文法、英語面接の練習、発音矯正、海外留学の準備もできます。

英数国補習塾【EX Study Club】
英数国補習コース、イングリッシュゲーム /ブックコース、インターナショナルコース、フリーカンバ
セーションコースの４名クラスです。

種類のカテゴリーを選択

種類の特別講座（6種類のプラン）

月謝制当日講座【WEB500】
授業料を都度払いする都度払いプランと、授業受け放題プラン（タイプ別に最大 28 回 / 月）があります。

回数制出張講座【Office40/10】
オフィスや店舗への出張授業や企業内研修の短期プランと、全日プラン（ビジネストレーニング）が
あります。

回数制完結講座【E-Master】
マンツーマンとサポートクラスを組み合わせた基本プランと、完全プラン（コーチングプログラム）が
あります。
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英語の時間 英会話学院のご案内

【幼稚園児 /小学生：8レベル】5歳から小学 6年生までが対象です。初めて英語に触れるお子様も大丈夫です。
【帰国子女：6レベル】主に小学生が対象です。英語圏で 1年以上現地の学校に通学していた生徒が対象です。
【中学生 /高校生：10 レベル】英会話の授業が中心ですが、英検対策や学校の教科書を使用する事も可能です。
【日常英会話：10 レベル】入門、初級、中級、上級、特級、海外での日常生活に必要な日常英会話を学びます。

種類のコースを選択
カテゴリーを 50 種類のコースに細分化、目的別レベル（入門 /初級 / 中級 / 上級 / 特級）を 33 段階の
ステージで確認できます。

一般講座は、月謝制固定講座、月謝制自由講座、回数制短期講座、回数制全日講座を選択できます。
【月謝制固定講座】毎週同じ時間に月4回受講、1ヶ月単位で入学・休学・退学が可能、授業の振替は何度でも無料です。
【月謝制自由講座】24時間自由に月2回予約、1ヶ月単位で入学・休学・退学が可能、余った回数は翌月に持ち越せます。
【回数制短期講座】最短1日・最長2ヶ月間で10回を受講、24時間ネット予約可能、授業の振替は契約期間中無料です。
【回数制全日講座】最短4日・最長2ヶ月間で40回を受講、24時間ネット予約可能、授業の振替は契約期間中無料です。

【旅行英会話：4レベル】学生向け入門、社会人向け初級があり、海外旅行で便利な旅行英会話が学べます。
【ビジネス英会話：7レベル】入門、初級、中級、上級、自己紹介、会議、プレゼンテーションも練習できます。
【英検対策：7レベル】英検 1級から英検 5級までの一次筆記試験対策と、二次英語面接対策です。
【TOEIC 対策：3ベル】主に外資系企業への入社、昇給、昇進、昇格の際の TOEIC 対策です。
【TOEFL 対策：3レベル】主にアメリカ、カナダ等へ語学留学する際に必要な TOEFL 対策です。
【IELTS 対策：3レベル】主にイギリス、オーストラリア等へ語学留学する際に必要な IELTS 対策です。
【英文法：2レベル】中学校、高校で習った英文法を日本語で詳しく説明、もう一度英語を最初からやり直します。
【発音矯正：2レベル】発音記号の読み方、口の開け方、舌の位置、全体の文章の抑揚等を基本から習います。
【英語面接対策】企業への就職、転職、海外留学、資格取得や二次試験の英語面接の練習や準備をします。
【海外留学準備】 Reading( 読む )、Writing( 書く )、Listening( 聞く )、Speaking( 話す ) を総合的にサポートします。

種類の一般講座を選択

マンツーマン（1対 1）、ペア（1対 2）、グループ（2名クラス）、サポートクラス（2名クラス）、英数国補習コース（4名クラス）、
イングリッシュゲーム /ブックコース（4名クラス）、インターナショナルコース（4名クラス）、フリーカンバセーションコース
（4名クラス）、を選択できます。
【マンツーマンレッスン】
希望の授業内容で一人一人のペースに合わせて受講、相性の良い講師を無料で選択できます。
【ペアレッスン】
家族や友達と一緒の教室で受講、25 分ずつ別々のテキストを使用して授業を行う事もできます。
【グループレッスン】
50 種類の各コースで使用されているテキストに沿って受講、半年間で 1レベル進みます。
【サポートクラス】
会話・自習クラスで各自が持参したテキストを使用して解らない箇所を補習します。

種類のクラスを選択

【イングリッシュゲーム /ブックコース】
幼稚園児、小学生、中学生、高校生向けのゲームや本で楽しみながら英語の使い方を覚えます。
【インターナショナルコース】
インターナショナルスクールのように、Math や Science 等を英語で学習します。
【フリーカンバセーションコース】
小学生向け・中高生向けの２種類のクラスで、身近な話題で英会話を楽しめます。

【英数国補習コース】
通学している小学校・中学校の英数国の宿題、予習、復習等を個別指導で応援します。

【英数国】 英数国の補習、ゲーム /ブック、インターナショナル、フリーカンバセーションで +αの時間を追加できます。
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無料体験のご案内
【無料体験のご案内】
他の英会話スクールに通学している方も、初めて英会話教室に通う方も、英会話学校をやめてしまった方も
あきらめずに英語の時間にお越し下さい。 只今、入学金割引＆授業料割引キャンペーン期間中です。
5歳からシニアの方まで様々な年齢の方が通学しております。日経DUAL でも、英会話学校の選び方の中で
英語の時間が紹介されました。

オンライン無料説明会
【オンライン説明会のご案内】
英語の時間では、入学する前に説明を聞きたいという生徒様に対して、オンライン説明会（Zoomを利用）を
マンツーマンで開催しております。入学者向けの説明（約 20 分）と質疑応答（約 10 分）を行います。
オンライン説明会の前日までに【Zoom】の ID/PWをメールで送信致します。

【オンライン説明会】：30 分間
1）学校、及び施設のご案内
2）開講講座のご案内
3）開講コースのご案内
4）料金、テキスト・講師のご案内
5）質疑応答・その他
6）無料体験・入学手続きのご案内
7）無料カウンセリング（上記２～６迄の項目を中心としたご相談）

【無料カウンセリング】：30 分間
英語の時間では、本校に入学を希望する生徒様に対して、講座、コース、システム、授業料等のご案内を
マンツーマンで約 30 分間実施しております。生徒様一人一人のご要望や、これまでの英語学習歴をお聞き
しながら、現状を細かく分析して、生徒様が望むレベルまでの道筋を示します。

【無料レベルチェック】：15 分間
使用するテキストの種類、レベルを決める為、マンツーマンで約 15 分間のレベルチェックを実施します。
開校以来 23 年間で、10,000 名以上の英語学習希望者の英語レベルを確認させて頂きました。英語の時間では、
現在の英会話レベルが、33 段階のどの位置にあるかを確認して、入学後のカリキュラムを構築します。

【無料体験実施要項】
1）レベルチェック（マンツーマン）
2）受講目的・目標等のご相談
3）受講講座・コースのご説明
4）受講レベル・テキストのご説明
5）講師・予約システムのご説明
6）利用規定・受講契約書のご説明
7）無料カウンセリング（上記２～６迄の項目を中心としたご相談）

英語の時間の特徴
月謝制自由講座は月 2回契約、持越無料
月謝制固定講座は週 1回契約、振替無料
グループは定員 2名、1名でも月謝枠新設
50 コース /33 レベル / 講座とクラスを選択
正社員講師が授業を担当、選択無料
予約 /振替 / 欠席は 24 時間オンライン
1回 1回の授業内容を担当講師に申請
事務担当 /専任講師がダブルでサポート
生徒カルテ /生徒ファイルの一元管理
対面授業とオンラインレッスンを選択
授業の振替は何度でも無料

授業料の割引制度
月謝制固定講座 中高生 10％OFF
月謝制固定講座 平日昼間 10％OFF
回数制講座の新規継続 10％OFF
回数制短期講座 平日昼間 10％OFF
回数制全日講座 平日 10％OFF
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授業開始までの流れ

無料体験のお申込み
「英語を話せるようになりたい」「ビジネス英語を習いたい」「英語の資格を取りたい」「海外留学を
したい」「趣味で英語を続けたい」「学校の成績を伸ばしたい」生徒様の目的は様々です。
英会話スクールに通ったことが無い方も、英会話教室をやめてしまった方も、英会話学校を検討し
ている方も、英語の時間にお越し下さい。

無料体験実施要項
1)  レベルチェック（マンツーマン）
2)  受講目的・目標等のご相談
3)  受講講座・コースのご説明
4)  受講レベル・テキストのご説明
5)  講師・予約システムのご説明
6)  利用規定・受講契約書のご説明
7)  無料カウンセリング（上記２～６迄の項目を中心としたご相談）

無料カウンセリング
本校に入学を希望する生徒様に対して、講座やコース、システムや利用料金のご説明をさせて頂い
ております。カウンセリングは各部署の責任者がマンツーマンで行います。 一人一人の状況を分析
して生徒様が望むレベルまでの道のりを示します。

無料レベルチェック
白金高輪校では、TOMO校長が入学希望者のレベルチェックを担当しております。 白金高輪校への
入学者は毎月 50 名前後、23 年間で約 10,000 名の生徒様のレベルチェックを行いました。

受講日程の確認
希望の曜日と時間で受講スケジュールを調整致します。生徒様が入学を決心した場合は入学手続き
に入ります。（入学金・テキスト代が必要となります。） 契約書を作成して入学手続きを行います。

授業料の納入
入学前に、授業料の支払方法・入学後の受講方法などは必ず契約書と利用規定でご確認下さい。 
入学後 3日以内に授業料を納入して頂きます。生徒様は授業料の納入後に授業を予約できます。

レッスン開始
1回50分授業です。最初の5分は前回の復習等/40分間はテキストに沿ったレッスン/最後の 5分は
その日のまとめや宿題となります。担当講師と相性の悪い場合は速やかに変更します。対面授業と
オンラインレッスンを１回１回選択できます。

講座・コースの選定
英語の時間の受講講座は月謝制講座と回数制講座があります。受講コース(受講科目)は、生徒様の
要望に合わせて年齢別、レベル別、目的別に毎月 50 種類 33 レベル(ステージ)を開講しております。
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最適な受講環境を追求

 健全な財務基盤
英語の時間には健全な財務基盤と安心して学べる環境があります。「特定商取引法」

「クーリングオフ」等の関連法案を遵守しています。英語の時間は業界屈指の低料金で
安定した経営を実現しています。生徒構成は月謝制講座 95%・回数制講座 5％で運営
されています。全国外国語協会加盟校、商工会議所会員、英語検定試験準会場です。

「民間外国語教育事業者における新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」を遵守し、
新型コロナ感染予防対策を行っております。

 生徒ファイル
 生徒様全員に生徒ファイルがあります。目的、要望、入学時のカウンセリング内容、
チェックテストの結果等を記載します。
 入学時の契約内容（受講講座、受講コース、通学日時、授業料納入方法、契約期間等）
を記載します。
 入学後は、日々の事務局へのお問合せ履歴、講座変更やコース変更の履歴、入金状況の
履歴等も記載します。
 講師との相性、講師評価、定期カウンセリングの内容等も詳しく記載、デジタルデータ
として保管されています。
 事務局職員が、生徒様一人一人の学習目的や変化する生徒様のご希望内容に合わせ、
最新の状態で活用します。

 生徒カルテ
 生徒様全員に生徒カルテがあります。 毎回の授業の内容や理解度・出欠・進捗・宿題
等を記録します。
 レッスン毎の理解度は、10 段階で細かく記録、デジタルデータとして保管、教務部講師と
事務局職員が共有します。
 １の評価を受けた生徒には担当部署から、カウンセリングのお電話・メールを差し上げ
ております。
9-10・・・全て理解している
7-8・・・ほとんど理解している
5-6・・・次の授業で確認が必要
3-4・・・あまり理解していない
1-2・・・カウンセリングが必要
※個人情報管理（プライバシーポリシー）のもとに厳重に管理されております。

 テキスト
 生徒のレベルに合ったテキストを順番に使用する事で、苦手な個所を効率よく見つけて
確実に理解して頂く事が可能です。
 23 年間に 10,000 種類以上の副教材が蓄積されたのは、まさしく生徒一人一人の為に
最適なカリキュラムを組もうと努力した証です。
 英語の時間が確実に実績を上げている理由の一つは、生徒に合ったテキストの選択と、
効果的なテキストの使い方にあります。

 プレミア会員
英語の時間では、月謝制講座の継続期間により「プレミア会員ステータス」が設定され
ます。プレミア会員ステータスにより、WEB500 授業料の割引率が異なります。

 割引率は段階的に優遇されます。
 1 年未満：50%OFF／ 1 年以上：55%OFF／ 3 年以上：60%OFF／ 5 年以上：65%OFF／
 10 年以上：70%OFF



P 7

最適な受講環境を追求

授業料 75％割引券
 授業を予約している時間に都合が悪くなってやむを得ず授業を欠席する場合に
 24 時間前迄なら何度でも振替料無料で授業の振替ができますが、24 時間を切って
しまうと授業の振替はできません。
 月謝制講座と WEB500 を併用している生徒様が 75 分前までに欠席登録をして
頂いた場合に「授業料 75% 割引券」を発行しております。
割引券を利用して欠席分の授業を WEB500 で予約すると、授業料が 75%OFF に
なります。【受講期限：翌月末迄】

 スタッフは全員正社員
 殆どの英会話スクールの授業時間は1レッスン 40 分ですが、英語の時間の授業時間は
1 レッスン 50 分です。
 英語の時間では連続して授業を行う場合には、授業と授業の間に 10 分間の授業準備
時間を設けています。

 日本人講師
 日本語での指導が必要な場合は、バイリンガル日本人講師をお勧めします。
 日本人講師は、大卒以上、教育学・言語学に精通したバイリンガル講師と英語の専門家を
正社員で採用しています。
 英文法は論理的、かつ明快に解りやすく説明、英検対策 /TOEIC 対策等に最適です。

 23 年間調査 授業満足度
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。

 全国外国語教育振興協会の加盟校
英語の時間 英会話学院は、全国の優良外国語学校 70 社が加盟している社団法人

「全国外国語教育振興協会」の加盟校です。 
英会話を学ぶ生徒様の学習意欲に応える「民間外国語教育施設」として、効果的な
教授方法や受講システムを研究・開発し、講師の質の向上を図っています。 
また、公正な受講契約を取り交わす事により、外国語学習者が安心して学習できる
環境を提供しています。
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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 50 コース／33 ステージ
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月謝制固定講座利用規定

第１条）受講に関する費用
  1) 授業料、入学金、施設管理費、テキスト代、休学手数料が必要です。
  2) 授業料及び諸費用を変更する場合は、変更する 2ヶ月前までに契約者本人（未成年の場合は保護者）に通知します。
第 2条）契約期間
  1) 1 ヶ月単位の月謝制。退学のお申し出がない限り毎月 20 日に自動更新となります。
第 3条）お支払方法
  1) ご指定の金融機関の口座より、毎月 27 日に翌月分の授業料と施設管理費の諸費用が、自動引き落としとなります。契約時に
      【口座振替申請書】をお渡ししますので、必要事項を記入、署名、銀行へ届けている印鑑で捺印後、3日以内に返信用封筒で
      弊社に送付して下さい。口座引落手続きが完了するまでは、前月の 20 日までにお支払い下さい。
  2) 期日までにお支払い頂けない場合、残高不足等により口座引落ができなかった場合は、再請求の手続きを取ります。再請求の
      支払い期限を超えてもお支払い頂けない場合や悪質な場合には、再請求手数料（実費）を徴収させて頂く場合があります。
      【入学時初期費用】に関しては、受講契約書に定める期日までに納入して下さい。
第 4条）授業の予約
  1) 月謝制固定講座の生徒様は、前々月の 20 日に翌々月の月謝枠が毎週同じ時間に自動予約されます。生徒様は毎週の授業の
      予約は必要ありません。毎月 20 日を過ぎますと翌々月の月謝枠が自動的に確保され、授業料が発生します。
第 5条）季節休暇に伴う授業の予約
  1) 毎年 1月、8月、12 月は、季節休暇（休校）が 1週間あります。1月・8月・12 月は 3週間のみの開講となりますので、
      各月 4回目の授業の予約を予約期限（季節休暇月の 20 日）までにお願いします。受講期限（季節休暇月の翌月 17 日）は
      予約期限の４週間先までとなり、受講期限を過ぎてからの受講はできません。
第 6条）授業の振替
  1) 授業の振替は、振替元授業開始時間の 24 時間前迄に、振替元授業を振替先授業に変更して下さい。但し、最初の授業予定日
      ( 最初の振替元 ) から 6ヶ月を超えて振り替える事は出来ません。退学後の受講はできません。
  2) 平日昼間割引契約者は平日 11:00-15:50 迄の授業への振替となります。
  3) マンツーマン契約者はマンツーマンへ、定員 2名クラス契約者は定員 2名クラスへ、定員 5名クラス契約者は定員 5名クラス
      への振替となります。
第 7条）授業の欠席登録
  1) 授業を欠席する生徒様は欠席登録をお願いします。1回分消化となります。
第 8条）授業の追加
  1) 授業を追加して受講する場合はWEB500 等の契約が必要です。
第 9条）担当講師
  1) 授業を担当する講師は、基本的に学校側に任せて戴きます。学校の事情により受講当日に変更になる場合があります。変更が
      あった場合でも生徒様には連絡をしておりません。必要に応じて事務局員が授業を担当します。
第 10 条）各種変更手続き
  1) 退学、休学、講座変更、月謝枠（曜日・時間・人数）の変更は、毎月 20 日締めの翌々月から可能です。各種変更手続きは、
      毎月 20 日までに書面でお申し出ください。休学する場合は、休学手数料と施設管理費が必要です。休学期間は 1ヶ月単位、
      1 年以内です。休学期間終了の翌月からは、休学前と同じ日程で自動予約されます。
第 11 条）各講座共通事項
  1) 弊社所属の講師及びスタッフと弊社以外との直接契約の交渉はいかなる場合も禁止させて頂きます。
  2) 連絡なく 6ヶ月以上授業を欠席している生徒様は学校独自の判断により、強制的に退学して頂く場合があります。この場合、
      授業料、施設管理費等の返金はありません。お支払い頂くべき不足金に関しましてはご請求させて頂きます。
  3) 利用規定を順守頂けない、不公平な要求等で他の生徒様にご迷惑がかかる場合は、やむなく退学して頂く事もあります。この
      場合、授業料、施設管理費等の返金はありません。お支払い頂くべき不足金に関しましてはご請求させて頂きます。
  4) 弊社施設内の設備、及び備品、商品等を故意、もしくは不注意により破損、棄損又は紛失した場合は、現金をもって指定された
      期日までに弁償して頂きます。
  5) 弊社に損害を与えた場合や、不公平な要求等で弊社従業員に対する名誉棄損等、業務妨害に該当する場合は損害賠償を請求さ
      せて頂きます。
  6) 生徒様が、台風・地震等の自然災害及び電車遅延・病気・事故等予期できない理由で予約した授業に出席できない場合は、
      利用規定に沿って授業料が発生します。弊社が、台風・地震等の自然災害及び電車遅延・病気・事故等予期できない理由で
      臨時休講となった場合は、生徒様とご相談の上、別な日時に無料でお振替をさせて頂きます。その他、利用規定に無い事象が
      発生した場合は、誠意をもって生徒様と協議します。
  7) 本利用規定は、社会情勢、及び会社の事情により将来変更になる場合があります。変更する場合はホームページ生徒画面にて
      告知致します。

2022 年 10 月現在
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月謝制自由講座利用規定 2022 年 10 月現在

第１条）受講に関する費用
  1) 授業料、入学金、施設管理費、テキスト代、休学手数料が必要です。授業料及び諸費用を変更する場合は、変更する 2ヶ月前
      までに契約者本人（未成年の場合は保護者）に通知します。
第 2条） 契約期間
  1) 1 ヶ月単位の月謝制。退学のお申し出がない限り毎月 20 日に自動更新となります。
第３条 ) お支払方法
  1) ご指定の金融機関の口座より、毎月 27 日に翌月分の授業料と施設管理費等の諸費用が、自動引き落としとなります。契約時に
      【口座振替申請書】をお渡ししますので、必要事項を記入、署名、銀行へ届けている印鑑で捺印後、3日以内に返信用封筒で
      弊社に送付して下さい。口座引落手続きが完了するまでは、前月の 20 日までにお支払い下さい。
  2) 期日までにお支払い頂けない場合、残高不足等により口座引落ができなかった場合は、再請求の手続きを取ります。再請求の
      支払い期限を超えてもお支払い頂けない場合や悪質な場合には、再請求手数料（実費）を徴収させて頂く場合があります。
      【入学時初期費用】に関しては、受講契約書に定める期日までに納入して下さい。
第 4条）授業の予約
  1) 月謝制自由講座の生徒様は、当月の 1日～月末迄に、当月分授業契約回数を予約（受講）して下さい。当月分授業契約回数を
      翌月に予約（受講）する事は出来ません。翌月分授業契約回数を前倒しして当月に予約（受講）する事も出来ません。
  2) 授業の予約は、当日から 4週間先までの期間で予約可能です。退学後の受講はできません。
第 5条）授業の振替
  1) 授業の振替は、振替元授業開始時間の 24 時間前迄に、振替元授業を振替先授業に変更して下さい。但し、最初の授業予定日
      ( 最初の振替元 ) から 6ヶ月を超えて振り替える事は出来ません。退学後の受講はできません。
  2) マンツーマン契約者はマンツーマンへ、定員 2名クラス契約者は定員 2名クラスへ、定員 5名クラス契約者は定員 5名クラス
      への振替となります。
第 6条）授業の持越
  1) 授業の持越は、学校側の事情、もしくは学校側が特別に認めた生徒様側のやむを得ない事情で、前月分授業契約回数が消化で
      きなかった場合に、最大 2回分を上限に前月の未消化分を当月に持ち越す事ができます。前々月の未消化分、及び 3回分以上の
      未消化分の持越は出来ません。
  2) 前月分未消化授業を予約する場合は、当月末までに予約（受講）して下さい。翌月以降に予約（受講）する事はできません。
第 7条）授業の欠席登録
  1) 授業を欠席する生徒様は欠席登録をお願いします。1回分消化となります。
第 8条）授業の追加
  1) 授業を追加して受講する場合はWEB500 等の契約が必要です。
第 9条）担当講師
  1) 授業を担当する講師は、予約時に選択できます。学校の事情により受講当日に変更になる場合があります。変更があった場合
      でも生徒様には連絡をしておりません。必要に応じて事務局員が授業を担当します。
第 10 条）各種変更手続き
  1) 退学、休学、講座変更、月謝枠（人数）の変更は、毎月 20 日締めの翌々月から可能です。各種変更手続きは、毎月 20 日まで
      に書面でお申し出ください。休学する場合は、休学手数料と施設管理費が必要です。休学期間は 1ヶ月単位、1年以内です。
      休学期間終了の翌月からは、休学前と同じ講座で継続できます。
第 11 条）各講座共通事項
  1) 弊社所属の講師及びスタッフと弊社以外との直接契約の交渉はいかなる場合も禁止させて頂きます。
  2) 連絡なく 6ヶ月以上授業を欠席している生徒様は学校独自の判断により、強制的に退学して頂く場合があります。この場合、
      授業料、施設管理費等の返金はありません。お支払い頂くべき不足金に関しましてはご請求させて頂きます。
  3) 利用規定を順守頂けない、不公平な要求等で他の生徒様にご迷惑がかかる場合は、やむなく退学して頂く事もあります。この
      場合、授業料、施設管理費等の返金はありません。お支払い頂くべき不足金に関しましてはご請求させて頂きます。
  4) 弊社施設内の設備、及び備品、商品等を故意、もしくは不注意により破損、棄損又は紛失した場合は、現金をもって指定された
      期日までに弁償して頂きます。
  5) 弊社に損害を与えた場合や、不公平な要求等で弊社従業員に対する名誉棄損等、業務妨害に該当する場合は損害賠償を請求さ
      せて頂きます。
  6) 生徒様が、台風・地震等の自然災害及び電車遅延・病気・事故等予期できない理由で予約した授業に出席できない場合は、
      利用規定に沿って授業料が発生します。弊社が、台風・地震等の自然災害及び電車遅延・病気・事故等予期できない理由で
      臨時休講となった場合は、生徒様とご相談の上、別な日時に無料でお振替をさせて頂きます。その他、利用規定に無い事象が
      発生した場合は、誠意をもって生徒様と協議します。
  7) 本利用規定は、社会情勢、及び会社の事情により将来変更になる場合があります。変更する場合はホームページ生徒画面にて
      告知致します。
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回数制短期 /全日講座利用規定 2022 年 10 月現在

第 1条）受講に関する費用
  1) 授業料、入学金、施設管理費、テキスト代が必要です。
  2) 授業料及び諸費用を変更する場合は、更新時、もしくは契約時に契約者本人（未成年の場合は保護者）に通知します。

第 2条）契約期間
  1) 契約日より 2ヶ月以内の回数制。契約回数最終受講日、もしくは契約期間満了日のどちらか早い期日到来日までの契約となり
      ます。契約を更新した場合には、未予約分を持ち越す事ができます。

第 3条）お支払方法
  1) 授業料、及び諸経費総額を、契約書発行日を含めて 3日以内に納入して下さい。

第 4条）授業の予約
  1) 回数制講座の生徒様は契約時に契約回数分を全て予約して下さい。

第 5条）授業の振替
  1) 授業の振替は、振替元授業開始時間の 24 時間前迄に、振替元授業を振替先授業に変更して下さい。但し、最初の授業予定日
      ( 最初の振替元 ) から 6ヶ月を超えて振り替える事は出来ません。退学後の受講はできません。
  2) 平日昼間割引契約者は平日 11:00-15:50 迄の授業への振替、平日割引契約者は平日 11:00-21:50 の授業への振替となります。
  3) マンツーマン契約者はマンツーマンへ、ペアレッスン契約者はペアレッスンへの振替となります。

第 6条）授業の欠席登録
  1) 授業を欠席する場合は、欠席登録をお願いします。1回分消化となります。

第 7条）担当講師
  1) 授業を担当する講師は、基本的に学校側に任せて戴きます。学校の事情により受講当日に変更になる場合があります。変更が
      あった場合でも生徒様には連絡をしておりません。必要に応じて事務局員が授業を担当します。

第 8条）解約、退学、変更手続き
  1) 回数制講座は解約できません。契約終了まで契約事項を変更する事は出来ません。

第 9条）各講座共通事項
  1) 弊社所属の講師及びスタッフと弊社以外との直接契約の交渉はいかなる場合も禁止させて頂きます。
  2) 連絡なく 6ヶ月以上授業を欠席している生徒様は学校独自の判断により、強制的に退学して頂く場合があります。この場合、
      授業料、施設管理費等の返金はありません。お支払い頂くべき不足金に関しましてはご請求させて頂きます。
  3) 利用規定を順守頂けない、不公平な要求等で他の生徒様にご迷惑がかかる場合は、やむなく退学して頂く事もあります。この
      場合、授業料、施設管理費等の返金はありません。お支払い頂くべき不足金に関しましてはご請求させて頂きます。
  4) 弊社施設内の設備、及び備品、商品等を故意、もしくは不注意により破損、棄損又は紛失した場合は、現金をもって指定された
      期日までに弁償して頂きます。
  5) 弊社に損害を与えた場合や、不公平な要求等で弊社従業員に対する名誉棄損等、業務妨害に該当する場合は損害賠償を請求さ
      せて頂きます。
  6) 生徒様が、台風・地震等の自然災害及び電車遅延・病気・事故等予期できない理由で予約した授業に出席できない場合は、
      利用規定に沿って授業料が発生します。弊社が、台風・地震等の自然災害及び電車遅延・病気・事故等予期できない理由で
      臨時休講となった場合は、生徒様とご相談の上、別な日時に無料でお振替をさせて頂きます。その他、利用規定に無い事象が
      発生した場合は、誠意をもって生徒様と協議します。
  7) 本利用規定は、社会情勢、及び会社の事情により将来変更になる場合があります。変更する場合はホームページ生徒画面にて
      告知致します。
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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


