ウィンタースクール申込書

Winter School Application Form
申込日 Application Date:

ふりがな

年齢

Age

2020年

生年月日

月

日

Date of birth

氏名 Name
住所 Address

〒

電話番号 Tel no.
アレルギー

E-mail
有 Yes

無 No

有の方は食材を記入して下さい。 In case of Yes, please write the items.

Allergy
スマイル生以外の方は英語経験：初級 / 中級 / 上級

English level (Non-Smile Club students only) ： Beginner Intermediate Advanced

★必要な個所に○をして下さい。★ Encircle the course(s) and other additional service(s).

12/21

記入例 Example

クラス Class

○

バス Bus

×

延長 Extension

16:30まで
Till 4:30 p.m.

（延長の時間を記入して下さい
Please write down the
extension time）

レッスン料金
Lesson fee

12/22

12/23

12/25

1日参加 1 Day

5日間 5 Days

1日 / ￥９，８００ (ランチ代含)
9,800 yen / 1 Day (includes lunch)

５日間 /￥４７，５００（ランチ代含)
47,500 yen for 5 Days (includes lunch)

１日往復 ／￥１,０００
1000 yen /day for Roundtrip

バス料金
Bus fee

12/24

５日間往復 /￥５,０００
5,000 yen for 5 Days

（5日間コースの方が優先となります。
Priority given to 5 day applicants）

延長
Extension
外部生料金

３０分/￥５００ 500 yen / 30 mins
¥3,000

Non-Smile Club students

英検直前！個別レッスン Private lesson
★ご希望の日時に○をして下さい。また希望のレッスン内容がありましたらお書きください。Please encircle the date and time of your choice.

1コマ 1 Lesson ￥6,800
12/21

3コマ 3 Lessons ￥19,800
12/22

12/23

外部料金¥3,000
12/24

12/25

14:50～15:40
15:50～16:40
受検級 Level
レッスン内容
Lesson content

例）2級を受験予定 リーディングが苦手なので集中的にお願いします。

合計代金 Total amount ¥______________________________
お支払いは振込みでお願いいたします。 Please make the payment through bank transfer
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
Bank details Yucho Bank

Code: 10000

Account No.: 94726241 Branch: 008 Name: Smile Club

☆お振込み後はお手数ですがご一報ください。Please inform us once you have made the transaction.
☆申し込み用紙ご提出から3日以内にお振込みが確認出来ない際は自動キャンセルとさせていただきます。年末は混雑いたしますのでご理解の程よろしくお願いい
たします。Inability to confirm payment 3 days after the submission of the application form is liable to automatic cancellation Year-end is a busy time of the
year so your understanding and cooperation is highly appreciated.

領収書 Receipt

様

¥

Application date 2020 /

/

ウィンタースクール代金及びその他諸経費を受領しました。
We have received the fee and the additional charges for participation in winter school.

お申込内容控え
12/21 22 23 24 25 バス あり・なし
Application Receipt 12/21 22 23 24 25 Bus Yes / No

スマイルクラブ株式会社
〒135-0003 東京都江東区猿江2-16-5-5階
☎ 03-3635-8380

