
SMILE CLUB
WINTER SCHOOL 2020

Smile Clubでは冬休みの期間にウィンタースクールを開催します！
ネイティブの先生とともに、クリスマスパーティー、クッキング、ピクニックなどを楽しみながら自然な英語を身に
付けましょう！1日からの参加も可能ですので是非ご参加下さい😊

12月２1日（月）～ 12月２5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、お昼寝が必要な方はブランケット）
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）

（料金は全て税込価格です。）

送迎バスのお申し込み期限 12月7日（月）17時まで

英検直前‼個別集中レッスン

１月に実施する英検合格に向けてラストスパート！冬休み中に弱点を補強できる個別レッスンで集中対策を行いましょう。
日程や時間帯の変更は12月10日までとなります。

日 程 １２月２1日～１２月２5日

時 間
＊１コマ50分

➀14時50分～１5時40分 ②15時50分～16時40分

料 金 1コマ ￥6,800   3コマ￥19,800

外部生料金 ¥3,000

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。
☆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。
☆お支払いはお振込みでお願い致します。
☆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。欠席の振替は出来ません。

21日（月） 22日（火） 23日（水） 24日（木） 25日（金）

Winter Picnic Winter Craft
X’ mas  
Cooking

X’mas movie day✨
（動画撮影をします）

Christmas Party!

1日参加 5日間

レッスン料金 1日 / ￥９，８００ (ランチ代含) ５日間 /￥４７，５００（ランチ代含)

バス料金 １日往復 ／￥１,０００ ５日間往復 /￥５,０００

延長 ３０分/￥５００

外部生料金 ¥3,000

(天候により内容が変更になる事がございます）



SMILE CLUB 
WINTER SCHOOL 2020
We will be holding our winter school during the winter holiday season at Smile Club！
Let’s enjoy doing Christmas party, Cooking, Picnic etc., along with the foreign teachers in order to naturally get 
used to English. You can join in from 1 day ~ as well 😊

21st Dec（Mon）～ 25th Dec（Fri） 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 / Blankets if you require a nap) 

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)
（The fee mentioned is tax inclusive）

Bus application deadline December 7th （Mon) by 5:00 p.m. 

Eiken is right around the corner‼ Private lesson 

Only a little time left till the Eiken exam in January！We will have private lessons during the winter holiday season to
help overcoming any weak points. Changes in dates and time can be made till 10th December.

Dates 21st Dec ～ 25th Dec

Time
➀ 2:50 p.m.～ 3:40 p.m. ② 3:50 p.m. ～ 4:40 p.m. 

＊１ Lesson ５０ mins Please fill out your date and time of choice. 

Fee 1 Lesson 6,800 yen   3 Lesson 19,800 yen Additional fee: 3000 yen for Non-Smile Club students 

Notice・Regarding cancellation
☆For first-time and Non-Smile Club students there will be an additional facility use fee of 3000 yen.
☆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.
☆Please make the payment through bank transfer.
☆In case of cancellation, full refund will be entertained till November 30th, 50% refund during Dec 1st ～10th , as ther is 

teacher assignment and preparation to be made cancellation after Dec 11th ~ will not be eligible for a refund. There 
will be no make-up for absences. 

21st（Mon） 22nd（Tue） 23rd（Wed） 24th（Thu） 25th（Fri）

Winter Picnic Winter Craft
X’ mas  
Cooking

X’mas movie 
day✨

（We will shoot a
video）

Christmas Party!

1 Day 5 Day

Class fee 9,800 yen / day (includes lunch) 47,500 yen for 5 days（includes lunch)

Bus fee 
1,000 yen / day for Roundtrip

（Priority for students coming for 5 days）
5,000 yen for 5 days

Extension ５００yen / 30 mins
Additional fee: 3000 yen for Non-Smile Club students 


