
 

 

日本の四季、「冬」をテーマに楽しく学び楽しく過ごすウインタースクールはクリスマス会、クッキング、 

アンディーと焼きイモ💛など毎日がパーティー＆イベントで盛りだくさん！ 

子ども達のワクワク楽しいウインタースクールはママも嬉しいランチ付きの毎日です♪ 

  

実施日   １２月２３日（月）～２７日（金） 全５日間 

時 間   ９時３０分～１４時３０分 （延長最大１７時３０分まで） 

持ち物   スマイルバック、水筒、筆記用具、上履き、色鉛筆、（延長の方はスナック） 

バ ス   先着順 ５日間コースの方優先 （延長でバスをご利用の場合、３名以上で運行可能） 

送迎バスのお申し込み期限  １２月２日（月）１７時まで 

 

1日単発代金  １日からでも参加できます！ 

レッスン料金 
９時３０分～１４時３０分 

1 日 / ￥９，８００ (ランチ代含) 

延長３０分 /￥５００   

(スナックをお持ち下さい。) 

バ  ス料金 １日往復 ／￥１,０００ （5 日間コースの方が優先となります。） 

お得な５日間コース！ 

レッスン料金 
９時３０分～１４時３０分 

５日間  /￥４７，５００（ランチ代含) 

延長３０分 /￥５００   

(スナックをお持ち下さい。) 

バ  ス料金 ５日間往復 /￥５,０００ 

 

英検直前！！キャンペーン個別レッスン 

２０２０年１月２５日実施する英検合格に向けて、ラストスパート！個人レッスンはいかがでしょうか？ 

日程や時間帯の変更は 12 月 10 日までとさせて頂きます。 

日  程 １２月２３～１２月２７日 ウインター期間中 

時  間 
① １4時 50 分～１5時 40分 ②15時 50 分～16時 40分 

＊１コマ５０分  ご希望の時間と日程をご相談下さい。 

料  金 1 コマ ￥6,800    3コマ￥19,800 

＊注意事項・キャンセルについて＊ 

🏢初めて施設をご利用される外部生は施設使用料としまして別途３,０００円となります。 

💰コースキャンセルは１１月３０日まで全額ご返金、１２月１日～１２月１０日まで５０％返金、１２月１１日以降は 

講師の手配、事前準備の関係で返金不可とさせていただきます。☎お問合せ：０３－３６３５－８３８０ 

🏧  振込先口座 ゆうちょ銀行 記号：10000 番号：94726241 店番：ゼロゼロハチ 名義：スマイルクラブ 

   

 



 

In order to spend and enjoy the Japanese winter season, we are planning a fun filled Winter school with the theme ‘Winter’ 

by holding Christmas party, Cooking, Sweet potato BBQ with Andy💛etc., We will have exciting events and parties every 

day! It’s an exciting winter school program and comes with school lunch everyday as well! ♪ 

  

Dates: December 23rd (Mon) ～27th (Fri) For 5 Days 

Time: 9:30 a.m.～2:30 p.m. （Extension care till 5:30 p.m.） 

Things to bring: Smile Club bag, Water bottle, Stationery, Indoor shoes, & Color pencils (Snacks in case of extension)  

Bus: First come first serve. Priority to students applying for 5 Days. (In case of utilizing bus after extension, the bus service will be available when 

there are more than 3 bus utilizers) 

Deadline for Bus application is   December 2nd (Mon) 5:00 p.m. 

 

1 Day Fee: You can participate for just a day! 

Lesson Fee 9:30 a.m.~2:30 p.m. 

 1 Day / 9,800 yen (includes Lunch fee) 

500 yen / 30 mins Extension 

(Please bring snack) 

Bus Fee 1,000 yen for I Day Roundtrip 

Special discount for 5 Day course! 

Lesson Fee 9:30 a.m.~2:30 p.m. 

5 Days /47,500 yen (includes Lunch fee) 

500 yen / 30 mins Extension 

(Please bring snack) 

Bus Fee 5,000 yen for 5 Days Roundtrip   

 

Eiken is coming up soon！！Private lesson campaign 

In preparation for the upcoming Eiken exam on January 25th 2020 why not try some private lessons? 

Dates December 23rd ～27th  Winter School period    

Time ①１4：50 分～１5：40 分 ②15：50 分～16：40 分    

＊１Lesson 50 mins  Please consult the date and time. 

Fee 3 Lesson ￥6,800yen    3 Lesson ￥19,800 yen   

＊Precaution・Regarding cancellation＊ 

 🏢Non Smile Club students participating for the first time will be charged a facility charge of 3,000 yen  

💰 Full refund on cancellation will be entertained till November 30th , 50% refund during Dec 1st ~ 10th and no refund after December 11th as 

the class preparation and teacher allocation will already be made. ☎ Contact：03-3635-8380 

   


