
既存生の
ログインは
こちらから

既存生の
ログインは
こちらから

既存生の
ログインは
こちらから

既存生の方既存生の方既存生の方新規入会の方新規入会の方新規入会の方

既にらくらくでログインを
されている方は

右端のQRコードから

既にらくらくでログインを
されている方は

右端のQRコードから

既にらくらくでログインを
されている方は

右端のQRコードから

FS
割引 友達へ体験会の招待状を送るお友お友達達へお友達へ体験会の招待状を送おお友お友達へ体験会の招待状を送る

⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪ ップ割引フレレンドドシッシッ 引引引引ップ割引フレレンドンドドシッシッップ割プ割引フレフレンドンドドシシッシッップ割プ割プ割割引引引⑪フレンドシップ割引

もっと身近に感じていただくために…もっと身近に感じていただくために…

ご住所

①QRコードをかざす ②ログインする

今までお使いのログインIDと
パスワードをご入力ください。

https://www.oza.jp/oza

③トップページ

ご連絡先（電話番号）
2回線ご登録ください。

メールアドレス
スマホまたは、携帯メールの
アドレスをご登録ください。

保護者様の情報 お子様の情報

保護者様へ保護者様へ保護者様へ

個人情報のご確認をお願いいたします

保護者様へ保護者様へ保護者様へ

お子様の写真

お通いの学校名
お子様の学年

スマホからご登録いただけます。

お子様のメールアドレス
お子様のメールアドレスを
お持ちの方のみご登録ください。

★ログイン後 よりご確認ください。
⑨情⑨情報⑨情報⑨情報情報⑨情報⑨情報報報情報報ののの⑨情報の

確認確 ＆修正正確認＆修正

ママイイイイイイイイイイイイ ジページペページペペ ジジページジペページペページページペ ジマイページマイページ

⑧⑧⑧⑧緊緊急急急連連連絡絡絡⑧緊緊急連連連⑧緊緊急緊急連⑧緊急⑧ 急⑧⑧緊⑧⑧⑧緊急連絡
⑨情報⑨情報⑨情報情報報⑨⑨情情⑨情報⑨情報報報報ののの⑨情報の

確認確 ＆修正正確認＆修正

④④④④④④ 用ご利用ご利用ごご利ご利用ご利用ご利用ココ スののココースののコースコ④ご利用コースの

確認認確 ＆＆変更更確認＆変更

①①①ご家族族族の追加加①ご家族の追加 日②今②今日②②今日今日②②今今日今日②今日日今日ののののののの②今日の

一一括括お休休みみ一括お休み

日③今③③今日日③今今日③③今③③③今日③今日日③③今日③③ 日のののののの③今日の

一一一括括遅遅刻連連絡絡一括遅刻連絡

保護者様ページ Since:2019/04/01

連絡先：090-0000-00000家族ID：000000

ログアウトメインメニュー

様

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩ごご請求ご請ご請求求ごご請求ににについてににににについて⑩ご請求について
FS
割引 友達へ体験会の招待状を送るお友お友達へ達へお友達達へ体験会の招待状を送をお友お友達へ体験会の招待状を送る

⑪⑪⑪⑪⑪ ップ割引フレンドシレンドシップドシップ割ップ割引ドシフレンドシップフレンドシップ割引ドシップ割引ップ割引プ割引⑪フレンドシップ割引

⑦⑦⑦⑦ホーームムペーージジホームペームホホー へ⑦ホームページへ

ンント⑤⑤イベイベンベント⑤⑤イベベン⑤⑤イベベント⑤ ント⑤イ⑤イベンベントント＆＆＆＆⑤イベント＆

体験験会会体体験会体験会

000001　男　小2
名大太郎
メイダイタロウ

000002　女　小3
名大花子
メイダイハナコ

名大　学

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥
伝伝言板板伝言板

名大　様
URL

がががが さささささされれれれれれれれまますすすすすすす フレンドシップ割引が適用されます！！ フレン ッ 引が 用されます！！ フレンドシップ割引が適用されます！！

ををををを こここここここここことととととととととととででででででで      お友達をご 介いただくことで      お友達 ことで      お友達をご 介いただくことで

げでかかのご協力のお母 おおおお でおお げのご 力の かの の かのご協力のおかげのご協力のおかげおお おおご協力 おかげお か様のご協力のおかげお母様 かげでで
すい料が継続されてな いいいい すなな てて すすいな が継続されれが低廉な授業料が継続されて低廉な授業料 ていまます！！！！！！！

お母様のご協力のおかげで
低廉な授業料が継続されています！！

お母様のご協力のおかげで
低廉な授業料が継続されています！！

お母様のご協力のおかげで
低廉な授業料が継続されています！！

　お子様と一緒に学んで一緒に成長してほしい、そんなママ友のお子さんをご紹介ください。私共は私企業で
はありますが教育機関でもありますので、お預かりさせていただいたお子様をしっかり育てる使命を負ってい
ます。そのため学習環境向上に腐心しています。
　一緒に学んで、一緒に伸びて欲しいというそんなお子さんをご紹介いただけますとうれしいです。

　お子様と一緒に学んで一緒に成長してほしい、そんなママ友のお子さんをご紹介ください。私共は私企業で
はありますが教育機関でもありますので、お預かりさせていただいたお子様をしっかり育てる使命を負ってい
ます。そのため学習環境向上に腐心しています。
　一緒に学んで、一緒に伸びて欲しいというそんなお子さんをご紹介いただけますとうれしいです。

紹介者
毎月500円引

紹介者
毎月500円引

被紹介者
毎月500円引
被紹介者

毎月500円引

入会

紹介

Aファミリー

お子様 お子様

●●● 緒に通うと、在籍中ずとと一とお友達と 、在籍中友達 に通うと、在籍中ずと うとお 籍通お友達 に友達と と緒緒に友お に 中友 緒 ず友 ず緒一 通お と と達 うと緒緒達と ととと 籍緒とと 緒緒 通お う通う達 ず緒 通お 籍中ずお友 に通うと 在籍中ず緒に通うと 在籍友達 緒お 在籍中ずお友達とと一緒緒緒緒と一緒に通う一緒に通うと、在籍中ずず～～～っと何年でもでと何年でも年でもででででっと何年でも●お友達と一緒に通うと、在籍中ず～っと何年でも

　毎月500円引!!
●お友達と一緒に通うと、在籍中ず～っと何年でも

　毎月500円引!!

500円/月
割
引
額

Aファミリー　
(あなた)

500円/月

Bファミリー　
(お相手)

2,000円/月

割
引
額

Aファミリー　
(あなた)

500円/月

B,C,D,E
ファミリー

お母様からのご支援はお母様とママ友に還らのご支援はお母様とママ友にらのご支援はお母様とママ友にらのご支援はお母様とママ友にらのご支援はお母様とママ友にらのご支援はお母様とママ友にらのご支援はお母様とママ友にお母様からのご支援はお母様とママ友に還お母様からのご支援はお母様とママ友に還還還元元元元元！！！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！お母様からのご支援はお母様とママ友に還元！！

FS
割引 お友達へ体験会の招待状を送るおお友達へ達へお友達へ体験会の招待状を送る

⑪⑪⑪⑪⑪ ップ割引フレンレンドドシッドシッップ割プ割引フレンフレンドシドシッドシッップ割引プ割引プ割引割引⑪フレンドシップ割引

現在、アンイングリッシュグループに
お子様が通っていない方をご紹介下さい!!

ポチッポチッポチッ

フレンドシップ割引とはフレンドシップ割引とはフレンドシップ割引とは

②ログインするざ ②

ページイページイページ

ジページペ ジペページジジページジペーページマイページマイページ

妹妹

姉姉

お子様

Bファミリー
毎月500円引

お子様

Cファミリー
毎月500円引

Dファミリー
毎月500円引

お子様

妹妹

兄兄

Eファミリー
毎月500円引

お子様

お子様

Aファミリー

弟弟

姉姉 500円引

紹介

500円引

紹介

500円引

紹
介

50
0円

引

紹
介

●複数世帯をご紹介いただいてもそれぞれ割引になります

　お母様及びお子様がお友達をアンイングリッシュグループの体験授業や説明会への参加をおすすめいただき、ご紹介いただいたご友人の方
がアンイングリッシュグループにご入会された場合、紹介者及び紹介にて入会された方双方をファミリー単位で毎月500円割引する制度です。

紹介者・・・現在、アンイングリッシュグループに在籍している生徒またはお友達と同時に入会する生徒
被紹介者・・アンイングリッシュグループに過去6ヵ月の間、在籍していない世帯のお子様
紹介者・・・毎月５００円（税込）割引
被紹介者・・毎月５００円（税込）割引

★ご入会申込書に必ず「お友達の生徒ID番号＆名前」をご入力頂く事により適用。（その他の申請は受付不可）
★最低「授業料定価」が合計1,500円（税抜）以上から適用されます。休会期間中は対象になりません。
★その他各種割引は【３回目の請求分】からの適用になります。

対 象

割引額

割引期間 紹介者、被紹介者の双方が入会後3回目(月中のご入会による合算請求の場合には１回と数えます。※個別請求は除く)のご請求から割引
開始とし、いずれか一方の世帯が退会（授業料のお支払いがなくなった場合）したら割引が終了となります。

詳しくは
こちらから
詳しくは
こちらから
詳しくは
こちらから

必ずお手続きをお願いいたします
お願い

本格始動！！本格始動！！

2019年2019年

金金
　　　　　　　　より
　　　　　　　　より7月26日7月26日

本本本本本本本格格始動！！本本格始動！！本格始動！本格始動！

201920192222202022 9191922019年年年年年年年年年年年年年年

金金
　 よりよりよりよよよよりよよよよよよ

　　　　　　　　　　金金777777777777777777777777777777777777777777777777777777月月月月月月月月月　　　　2222222226226　　　　　　　　　　　　日日日　　　　

本格始動！！本格始動！！

2019年2019年2019年

金金金
　　　　　　　　より
　　　　　　　　より7月26日7月26日7月26日

本格始動！！本格始動！！

2019年2019年2019年

金金金
　　　　　　　　より
　　　　　　　　より7月26日7月26日7月26日

本格始動！！本格始動！！

2019年2019年

金金
　　　　　　　　より
　　　　　　　　より7月26日7月26日

伝言板は必ず読んでね

、、、とくとだくくだだたた介いたい介いた介介介ご紹介をごをごを友達をおお友おお 介介介介をご紹をご紹達を達を ととお友お友 ご紹介いただくと、ご紹介いただくと、お友 くとただ友達達をご紹お をご紹介いたをご紹お をご紹介いただ紹達達達達 紹介いただく紹介いただおお 達をご紹介いただ達をごお友友達友達お友達をご紹お 紹お いただくと、いただくと、お友達をご紹介いお友達をお友達をご紹介い紹お友

。す。す。ますますきまきまききだだたたせていたいていたせてせてさせさせささ引引引引円円00000050505月5月月毎毎月毎毎 すすすすすす割引させていただきま割引させていただきま引引円割引円割引円円円円月月月月 きき毎毎 させてさせててて ただただ500500 せていただせていただ 。毎毎毎毎月 ただき5 。。00 割引させていただき割引させていただき す55 割引させていただ5 円割引させていたださせていただ000毎月500毎 割引させていただ割割引させ割 きま毎 割引させ ただきますす。す。いただきますす。いただきます引させてい引させてい0円割引500円500円割引毎月毎月 ま00毎月 円月

お友達をご紹介いただくと、

毎月500円割引させていただきます。

お友達をご紹介いただくと、

毎月500円割引させていただきます。

お友達をご紹介いただくと、

毎月500円割引させていただきます。

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 伝伝伝言伝言板板伝言伝言伝伝伝伝伝言板



保護者様の個人ページ お子様の個人ページ

⑧⑧⑧⑧緊緊急急急連連連絡絡絡⑧緊⑧緊緊急緊急⑧緊急緊⑧緊急⑧⑧緊⑧ 連連連連⑧緊急連絡
⑨情⑨情報⑨情報⑨情報情報⑨情報⑨情報報報報報ののの⑨情報の

確認確 ＆修正正確認＆修正

④④④④④④④ 用ご利用ご利用ごご利ご利用ご利用ココースのコースコ④ご利用コースの

確認認確 ＆＆変更更確認＆変更

①①①ご家族族族の追加①ご家族の追加 日②今②今日②②今日今日②今②今日日今日②今日日今日ののののののののの②今日の

一一括括括お休休みみ一括お休み

日日日③今③ 日③③③③③今今日今日③③今③ 日③③③③③ ののののののののの③今日の

一一一括括遅遅遅刻連連絡一括遅刻連絡

保護者様ページ Since:2019/04/01

連絡先：090-0000-00000家族ID：000000

ログアウトメインメニュー

様

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩ごご請求ご請ご請求求ごご請請請求ごごご請求にについてににににについてにつについいて⑩ご請求について
FS
割引 友達へ体験会の招待状を送るお友お友達へ達へお友達へ体お友達 験会の招待状を送お友お友達へ体験会の招待状を送る

⑪⑪⑪⑪ ップ割引フレンドレンドドシッシップ割ップ割引フレンドフレンドドシシップ割シップ割ップ割割引引引⑪フレンドシップ割引

⑦⑦⑦⑦⑦ホーームムペーージジホームームホホー ペ へ⑦ホームページへ

ンント⑤⑤イベ⑤イベベ⑤⑤イベイベンントン⑤⑤イ⑤イベ⑤イベベ トンントント＆＆⑤イベント＆

体験験会会会体験会体験会体体験会

000001  男 小2
名大太郎
メイダイタロウ

000002  男 小1
名大次郎
メイダイジロウ

000003  女 小3
名大花子
メイダイハナコ

名大　学

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥
伝伝言板板伝言板

名大　様

お子様ページ Since:2019/04/01

小3ID：000003

ログアウトメインメニュー お子様メニュー

様

検定結果検定結果
成績入力成績入力成績入力

⑧⑧

おおおおおおおおお 替替おおおおおお振お振お振振振替替替替替おおおお振振振お振振振替替替替お振替お振替お振替②②

トンンイベイベイイ ンベンンンイ トイイイイイ ンイベ トイベベントトイベント＆＆イベント＆

体験会体験会体験会
⑤⑤

みみみ休み休休休おお みみみみおお休休休休休休みみみみお休休みおおお休お みみ休み休お休お休休みみみみおおおおおおお休休休休休みみみみお休みお休みお休み①①

ススララククラククララクククク ススススススククク スク スクククラスクラススクラククククラクラララスススのののののののののののクラスのクラスのクラスの

追加・変更追加・変更追加・変更
④④

講習会＆講習会＆

単科授業単科授業単科授業
⑦⑦

休休 ・・休休休会・退休 ・ 会休休会会 会会会休休休会・休会・休会休会 退退退退会会会休休休会会・・・退退会会会会会会休会・退会休会・退会休会・退会×× ⑨⑨

名大　花子

伝言板伝言板伝言板

⑥⑥ 花子　ちゃん

保護者様の個人ページから
お子様のお名前ボタンを選択すると、
お子様の個人ページが開きます。

保護者様の個人ページから
お子様のお名前ボタンを選択すると、
お子様の個人ページが開きます。

保護者様の個人ページから
お子様のお名前ボタンを選択すると、
お子様の個人ページが開きます。

ご家族全員のお休みをしたい時

日②今②今日②②今日今日②今②今日日今日②今日今日日のののののののの②今日の

一一括括括お休休みみ一括お休み

★左のボタンを押してから、対象のお子様をご選択ください。
★各種イベント・検定のお休みもここからお願いします。

急なお休みも、このボタンで、
一括お休み登録が出来ます。

ご家族全員の遅刻の連絡をしたい時

★全員のお子様の受講クラスと時間を自動で見て、その
　クラスの講師に「遅刻する」旨のメッセージが表示されます。
★各種イベント・検定の遅刻連絡もここからお願いします。

「遅刻をしそう～」な時にも、一括で
「遅刻します」メッセージが入れられます。

日③今③③今日日③今今日③③今日③③③今③今日③③今日③③ 日のののののの③今日の

一一一括括遅遅遅刻連連連絡一括遅刻連絡

イベントや説明会へ参加したい時

★ハロウィンイベント★各種体験会★テストクラブ
★英検・漢検・日商検定などの検定試験
★塾生でないご友人も受検が可能になりました。

イベントや説明会・検定試験のお申込　　　　　　　　　　
も「らくらくマイページ」から行えます。

ンント⑤⑤イベ⑤イベベ⑤⑤イベイベンントン⑤⑤イベベ⑤イ⑤イベベ トントンントント＆＆⑤イベント＆

体験験会会体験会

⑦⑦⑦⑦⑦ホーームムペーージジホームームホホー ペ へ⑦ホームページへ

アンイングリッシュグループの
ホームページへジャンプします。

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥
伝伝言板板伝言板

名大　様

ちょっと聞きたいことがある時

★「電話は煩わしいけれど、聞いておきたい。」などの問題を解消します。
　ご意見、ご感想、ご質問など、何なりとお申し付けください。

保護者様から、いつでも本部へ
ご連絡いただけるようになります。

こちらから紹介メールをご友人にお送り頂く事で、自動的に
フレンドシップ割引が適用されます。

お通いのクラスの曜日や時間を変更したい時

★保護者様のご都合で、クラス変更が出来ます。
★もちろんお電話での変更も可能です。

ご利用コースの確認＆変更が出来る
ようになりました。

④④④④④④ご利利用ご利ごご利用ご利用ココースの④ご利用コースの

確認認＆＆変更更確認＆変更

保護者様の個人ページからのお申込は、保護者様の個人ページからのお申込は、保護者様の個人ページからのお申込は、 が対象ですが対象ですが対象ですお子様全てお子様全てお子様全てお子様全てお子様全てお子様全て！ご注意 お子様の個人ページからのお申込は、お子様の個人ページからのお申込は、お子様の個人ページからのお申込は、 が対象ですが対象ですが対象ですお子様1人お子様1人お子様1人お子様1人お子様1人お子様1人！ご注意

日日日日日日のの③今③③③今③③今日日今日③今日③今③今今日日今日日③今日③③③今日③③③③③ ののののの

連絡先：090-0000-00000様

1

ウ

お子様のご登録　　　　　　

★家族割が自動的に適用されます。(3回目のご請求から適用)
★お子様だけでなく、ご家族皆様に受講して頂けるようになります。

お子様の追加ボタンによって、
ご兄弟入会が簡単になりました。

①①①ご家族族族の追加①ご家族の追加

11

22

33

44

⑧⑧⑧⑧緊緊急急急連連連絡絡絡⑧緊⑧緊緊急緊急緊⑧緊急⑧ 急⑧⑧緊⑧⑧⑧ 連連連連⑧緊急連絡

★お電話番号の変更
★ご住所の変更
★メルアドの変更などご登録情報のご確認が出来ます。

ご登録の情報などの修正をして頂けます。

住所やメールアドレスなどを変更したい時99

ご請求をWEBで
確認できます。

ご請求内容を確認したい時101055

66

授業中のお子様や講師と連絡が取りたい時

★お迎えに遅れそうなとき  ★お子様との約束に変更がある時
★お子様から電話連絡を入れてほしい時

授業中の講師に「緊急連絡」が出来る
ようになりました。

88

ホームページを確認したい時77

⑩⑩⑩⑩⑩ごご請求ご請ご請求求求ご ににつついてににに⑩ご請求について

★ご紹介頂けるのは、弊社とお取引が無いご家族です。
★ご家族どうし、両方から毎月500円割引させて頂きます。
★２か月前の授業料が発生している事が条件です。
★休会などにより授業料がゼロの場合には割引はございません。
★ご紹介頂いた世帯数×500円の割引になります。
★先方のご家族がご入会いただき、授業料の発生の3回目の請求から、
　割引が適用されます。

お友達に　　　　　　　　　　をご紹介
しようと思った時にお使いください

1111

⑨情⑨情報⑨情報⑨情報情報⑨情報⑨情報報報報報ののの⑨情報の

確認確 ＆修正正確認＆修正

FS
割引 お友達へ体験会の招待状を送るおお友達へ達へお友達へ体験会の招待状を送る

⑪⑪⑪⑪ ップ割引フレンレンドドシッドシッシップ割プ割引フレンフレンドシドシッドシッッププ割引プ割引プ割引割引⑪フレンドシップ割引

検各各種検検各各各各各各種種検検各各各各各 検検検各種検各種検検各種各種各種各種 定定定定定各各各各各各種種種種検検種検検定定定定定
お申申申申おおおおお 込込込込込込お申込お申込おおおおおおおお申込お申お申お申申お申込お申込込込込おおお申お申お申申申込申込込込込込込込
各種検定の

お申込
各種検定の

お申込
各種検定の

お申込
③③検定

(準備中)

講習会＆講習会＆

単科授業単科授業単科授業
⑦⑦

休休 ・・休休休会休 退会会休会会 会休休休休会休会休会・退退退退会会会休休会会・・退退会会会休会・退会休会・退会休会・退会×× ⑨⑨

伝伝 板板伝伝伝伝伝伝伝伝伝言言言板言板板板伝 板板伝伝伝伝伝伝言言言言言言言板板板板伝言板伝言板伝言板

⑥⑥ 花子　ちゃん

講師とお話しがしたい時

★お子様と講師とのコミュニケーションの場としてお使い頂けます。

66

お子様への学習指示などに利用させて頂きます。

夏期講習や普段通っていない講座に
参加したい時

★検定試験前やテスト前に授業を追加したい時
★アンの外国人講師による「個別授業」・
　WEB授業のご購入が可能です。

77

夏休みの講習や、テスト前講習のお申込が可能です。

成績を確認したい時

★そろばん検定・テストクラブなどの結果の閲覧が可能です。
★学校の成績をご入力頂く事によりグラフ化してご確認頂けます。

88

検定結果（小さな成功体験）・成績入力が可能です。

検定結果検定結果検定結果
成績入力成績入力成績入力

⑧⑧

休会・退会したい時

★ご都合に合わせて、WEBから休会・退会が出来るようになりました。

99

休会や、退会もこちらからの操作でできるようになりました。

リピーター様、大歓迎です。いつでもお戻りください。

1
名大花子
メイダイハナコ

メイメインメインメインメメインメメインメメインメメインメニメインメニメインメニメインメニインメニュー お

GO
お子様の個人ページへ

耳よりな情報
教育資金の贈与の非課税措置が2021年3月まで延期になりました。教
育資金にあたる「学習塾・そろばん・習字・英会話・インターナショナル
スクール」は、おじいちゃん・おばあちゃんからのお支払いが非課税と
なります。非課税対象となるには金融機関へ相談し、あらかじめお金を
預けておき、金融機関に領収証を提出することなどが必要です。ご相談
はお取引のある金融機関にすることをおすすめいたします。

★毎月郵送にてお送りしていた明細書がWEBで確認できます。
★ご入金を確認しましたら、明細書にPAIDの印が押されます。
★クラスによって、ご請求先を分ける事が出来ます。
　英語はおじいちゃん支払いなど。
★教育資金贈与に対する税金対策にも対応できます。

トトンンイベイベイイベンンンントトトトイイイ トイイ ンンベイベイベンントンイイベベンントトトト＆＆＆＆＆＆＆イベント＆イベント＆イベント＆

体体体体体体体体体体体体体 会会会体体体体験験会会体体験験験験験会会会体験会体験会体験会
⑤⑤

クラスのクラスのクラスの

追加・変更追加・変更追加・変更
④④

現在通っているクラスを変更したい時

★保護者様のご都合で、クラス変更が出来ます。
★もちろんお電話での変更も可能です。
★原則として体験を受けてからお申し込みください。
★最終決定の前にお見積りを自動表示させます。
★お申込後、担当者から伝言板またはお電話にて連絡させて頂きます。

44

1人のお子様に関してのクラスの追加・変更・終了が可能です。

イベントに参加したい時

★ハロウィンイベント★各種体験会
★テストクラブ
★英検・漢検・日商検定などの検定試験
★塾生でないご友人も受検が可能になりました。
（仮登録が必要です。）

55

イ ベン トや説明会・体験会・検定試験のお申込が可能です。

1人のお子様だけをお休みしたい時

★お休み登録頂ければ、振替権利が発生致します。
★ご登録をお忘れになっても、現場講師の出欠により、
　自動的に振替権利の付与をさせて頂くようになります。
※授業時間が過ぎてからの振替権利請求の電話が
　不要になりました。
 （受講権利の払い戻し、年度またぎは不可）
★各種イベント・検定のお休みもここから出来ます。

以前より見やすく、カレンダー式になりました。

11

おおおおおおおおおおおおお 替替おおおおおお振お振振お振振お 替替替替替おおお振振振お振振振替替替替お振替お振替お振替②②

みみみ休み休休休おおおおおおおおおおおお みみおお休休休休休休みみお休休みおおおおおお みお休休み休お休お休休おお みみみみおおおおお休休休休休みみみお休みお休みお休み①①

1人のお子様だけをお振替したい時

★お振替頂ける、すべてのクラスが一覧で見えます。
★残席数も確認できますので、少人数が良い場合や、
　大人数が良い場合のご選択が可能です。
★各種イベント・検定のお振替もここから出来ます。

22

検各各種検検各各各各各各各各種種検検各各各各各 検各各種各種各種各種各種検検検定定定定定検各各各各各種各種種種種種検検検定検定定定定
お申申申申おおお 込込込込込込込込おおおおおおおお申お申お申お申申お申お 込込込込込込おおお申おお申申申申込込込込込込込込
各種検定の

お申込
各種検定の

お申込
各種検定の

お申込
③③検定

以前より見やすく、カレンダー式になりました。

各種検定のお申込がしたい時

★保護者ページの⑤からも選択できますが、
　こちらからもお申込が可能です。
★新システムでは、お席の確保もセットでのお申込となりますので
　お電話でのお申込は、100円＋税を頂きます。

33

1人のお子様だけの各種検定のお申込が出来ます。

(※満席のクラスは表示されません)
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なの。


