
 ２０２２年度   新年度クラスお申し込みのご案内  
 

 

 

ジュニアクラブ恵比寿教室では２０２１年１１月より新年度クラスが開講されます。新年度クラスへのお申込

みについて以下の通りご案内致します。 

別紙 「新年度クラスお申し込みについて」 「ジュニアクラブ恵比寿教室 タイムテーブル」 を参照の上、

お申し込みください。 

 
 

【現会員の方】   ◆現会員お申し込み日 

              ２０２１年９月１７日（金） 午前１０時より受付開始となります。 

               ・下記のお申し込み方法に基づきメールにてお申し込みください。 

 

            ◆新年度クラスへの切り替えに伴う口座振替のご案内 

              ①授業料        新年度のお申し込みに基づいたクラスの月謝金額 

              ②システム利用料  ￥１，６５０円（税込）/月額 ※毎月のお月謝とは別に頂戴します。 

              ③更新料             ￥５，５００円（税込） ※会員証・保険料・その他費用 

・以上の費用を２０２１年１０月２７日（水）に現在使用されております口座より振替させていただきます。 

・口座振替の手続きがお済でない方は「振替依頼書」を教室フロントまでお持ちください。 

 

 

【新規入会の方】 ◆新規入会お申し込み日 

              ２０２１年９月２４日（金） 午前１０時より受付開始となります。 

・下記のお申し込み方法に基づきメールにてお申し込みください。 

・お申し込みを受け付けた方から入会手続きのご案内を致します。  

※入会手続き（入会規約の確認、費用のお支払い など）は教室にご来室いただく必要がございます。 

 

            ◆新規入会時に必要になるもの  

①入会金            ￥５５，０００円（税込）※兄弟・親子入会は２２，０００円引きとなります。  

②授業料        新年度のお申し込みに基づいたクラスの月謝金額 

③システム利用料  ￥１，６５０円（税込）/月額 ※毎月のお月謝とは別に頂戴します。 

④ユニフォーム    ￥４，４００円（税込）  

⑤印鑑         お月謝は口座振替となります。使用する口座番号を確認し、銀行のお届け印をお持ちください。 

 
 

【注意事項】    ◆定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

◆新年度のレッスン開始日は、後日お知らせ致します。 

 

 

【お問合わせ】   ジュニアクラブ恵比寿教室  〒１５０－００１２ 東京都渋谷区広尾１－１０－４ 越山LKビルB１Ｆ     

ＴＥＬ：０３－５７８９－２１００   ＦＡＸ：０３－６２７７－００１９ 

 

 

 

 

 

 

 



新年度クラス 

お申し込みについて 
 

 

【お申し込み開始日時】                   現会員      ９月１７日（金）   １０：００～ 

新規入会  ９月２４日（金） １０：００～ 

 

【お申し込み方法】  
  

・別紙タイムテーブルを参考にしていただき、必要事項を入力し下記のメールアドレスへ送信してください。 

juniorclub.ebisu@gmail.com←こちらのアドレスへ送信してください。 

 

【お申し込みについての注意事項】 

 

・各クラス先着順に受付し、定員になり次第締め切らせていただきます。 

・お申し込み時間前にいただいたメールに関しましては無効となります。 

・お申し込み後、数日以内に決定したクラスをメールでご連絡致します。 

・新規入会の方には手続きのご案内を致します。 

・「@gmail.com」からのメール受信ができるよう設定をお願い致します。 

 

下記をコピーし、必要事項を入力の上送信してください          

 

【新年度クラス 申し込み】 

 

種別（現会員・新規入会） ：  
 

名前（ふりがな） ：                （              ） 
 

性別 ： 
 

生年月日 ： ２０  年（平成  年）   月   日生 
 

在園名 ： 
 

住所 ： 〒 
 

電話番号 ：（自宅）               （携帯）           
 

学年（ 新年中 ・ 新年長 ）： 

 

希望クラス（記号 ：                     ）  
 
 

 
 

 

 

 

 

上記 QRコードより 

メール作成画面へと移動できます。 



ジュニアクラブ恵比寿教室 タイムテーブル 

（年中クラス・年長クラス ２０２１．１１月～） 
月 火 水 木 金 土 

     １０：００～１１：００ 

Ⓠ 年長 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

     １３：１５～１４：１５ 

Ⓗ 年中 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

     １３：１５～１４：１５ 

Ⓛ 年長 受験ワーク
［総合勉強］ 

(第２教室) 

    １４：３０～１５：３０ 

Ⓖ 年中 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

１４：３０～１５：３０ 

Ⓡ 年長 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

 １４：３０～１５：３０ 

Ⓐ 年中 受験ワーク  
［慶應］ 

(第２教室) 

１４：３０～１５：３０ 

Ⓚ 年長 受験ワーク 
［総合勉強］ 

(第２教室) 

１４：３０～１５：３０ 

Ⓑ 年中 受験ワーク  
［慶應］ 

(第２教室) 

 １４：３０～１５：３０ 

Ⓓ 年中 受験ワーク 
   ［総合勉強］   

(第２教室) 

 １５：４５～１６：４５ 

Ⓔ 年中 受験ジム 
 ［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

１５：４５～１６：４５ 

Ⓝ 年長 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

１５：４５～１６：４５ 

Ⓕ 年中 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

１５：４５～１６：４５ 

Ⓟ 年長 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

 

 １５：４５～１６：４５ 

Ⓘ 年長 受験ワーク 
［慶應］   

(第２教室) 

  １５：４５～１６：４５ 

Ⓙ 年長 受験ワーク 
［慶應］ 

(第２教室) 

１５：４５～１６：４５ 

Ⓒ 年中 受験ワーク 
［総合勉強］   

(第２教室) 

 

 １７：００～１８：００ 

Ⓜ 年長 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

 １７：００～１８：００ 

Ⓞ 年長 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

(第１教室) 

  

 

年 中 年 長 

記号 クラス 曜日／時間 月謝（税込） 記号 クラス 曜日／時間 月謝（税込） 

Ⓐ 
受験ワーク 

[慶應] 
火／１４：３０～１５：３０ ￥３０，８００- Ⓘ 

受験ワーク 

[慶應] 
火／１５：４５～１６：４５ ￥３６，３００- 

Ⓑ 
受験ワーク 

[慶應] 
木／１４：３０～１５：３０ ￥３０，８００- Ⓙ 

受験ワーク 

[慶應] 
木／１５：４５～１６：４５ ￥３６，３００- 

Ⓒ 
受験ワーク 
[総合勉強] 

金／１５：４５～１６：４５ ￥２２，０００- Ⓚ 
受験ワーク 

[総合勉強] 
水／１４：３０～１５：３０ ￥２７，５００- 

Ⓓ 
受験ワーク 
[総合勉強] 

土／１４：３０～１５：３０ ￥２２，０００- Ⓛ 
受験ワーク 

[総合勉強] 
土／１３：１５～１４：１５ ￥２７，５００- 

Ⓔ 
受験ジム         

[運動・指示・行動観察] 
火／１５：４５～１６：４５ ￥１９，８００- Ⓜ 受験ジム 

[運動・指示・行動観察] 
火／１７：００～１８：００ ￥２２，０００- 

Ⓕ 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

木／１５：４５～１６：４５ ￥１９，８００- Ⓝ 受験ジム 
[運動・指示・行動観察] 

水／１５：４５～１６：４５ ￥２２，０００- 

Ⓖ 受験ジム 
［運動・指示・行動観察］ 

金／１４：３０～１５：３０ ￥１９，８００- Ⓞ 受験ジム 
[運動・指示・行動観察] 

木／１７：００～１８：００ ￥２２，０００- 

Ⓗ 
受験ジム 

［運動・指示・行動観察］ 
土／１３：１５～１４：１５ ￥１９，８００- Ⓟ 

受験ジム 
[運動・指示・行動観察] 

金／１５：４５～１６：４５ ￥２２，０００- 

    Ⓠ 
受験ジム 

[運動・指示・行動観察] 
土／１０：００～１１：００ ￥２２，０００- 

 
 

 
  Ⓡ 受験ジム 

[運動・指示・行動観察] 
土／１４：３０～１５：３０ ￥２２，０００- 

 

 

 


