
Eiken “GOK AKU” Course
小学生対象

英検
®

合格コース

英検
®

対策コース

6時間×4日間の特訓で、英検3～5級合格を目指します！6時間×4日間の特訓で、英検3～5級合格を目指します！

4歳以上対象

開講スタジオ一覧 開講時間は、すべて10:00～16:00 ※一日コースのみです

▼ スケジュールの合わない方や、3～5級以外をご希望の方は、こちらもご検討ください ▼

レッスンを自由に設定して合格を目指そう！

3級

2級・準2級

90分×1回

90分×2回

90分×3回

¥20,300

¥10,150

¥30,450

¥30,450
¥22,470
¥18,330

¥50,750
¥35,600
¥24,000

完全個別指導（1名）

個別指導（2名）

少人数指導（3名以上）

完全個別指導（1名）
5級

90分×3回

4級～1級
90分×5回

個別指導（2名）

少人数指導（3名以上）

¥34,080
¥25,170
¥20,520

¥56,800
¥39,900
¥26,900

MLS会員 会員以外1次試験対策 2次試験（口頭試問）対策

・別途、登録教材費として¥2,570を申し受けます。
・長期で対策ご希望の方へは、8回、10回、15回のコースも設定可能です。
・コース開講日7営業日前を過ぎてからキャンセルされた場合、キャンセル料¥3,000を申し受けます。
・開講後のキャンセルは承りかねます。
・英検Jr.対策コースにつきましては、別途お問い合わせください。
・上記金額に検定料は含まれておりません。

・英検Jr.は、MLSの一部のスタジオで受験できます。実施スタジオ
は、各検定前にご案内いたします。

・英検は、MLS会員さまのみを対象に横浜・錦糸町（5級～2級）、自
由が丘・吉祥寺（5級～準2級）の各スタジオで実施しております。
MLS会員以外の方の受験は、原則として対策コース受講が条件と
なります。

・英検を公開会場で受験される場合は、各自書店、ウェブなどでお申
し込みください。

・左記の受験申込締切日は、MLSのスタジオで受験される場合の締
切日です。特に英検第3回検定申込締切日にはご注意ください。

・2次試験対策は、基本的にマンツーマンレッスンです。
・別途、登録教材費として¥2,570を申し受けます。
・開講後のキャンセルは承りかねます

内容やスケジュールを、ご希望に合わせてアレンジできる、「オーダー
メイド」のコースです。講師のスケジュールが合えば、夏休み中のレッ
スンも可能です。

2018年度 英検®

・英検Jr.®および対策コース実施スケジュール

※金額は、すべて消費税を含んでいます

会話の応答文選択

会話の内容一致選択

イラストの内容一致選択（3級/4級：文の内容一致）

リーディング

短文の語句/会話文の空所補充
日本文付き短文の語句整序

長文の内容一致選択（3級/4級）

英作文

リスニング

ライティング

　過去の出題から傾向と対策を図ります。出題形式は、従来以下のように
なっていますので、適切な解答を導き出せるように講師が指導いたします。

溝の口スタジオ（5級）

錦糸町スタジオ（5級）

■セッション②
7月31日㈫～8月3日㈮

上大岡スタジオ（3級）

■セッション③
8月21日㈫～8月24日㈮

自由が丘スタジオ（4級）

吉祥寺スタジオ（5級）

■セッション④
8月28日㈫～8月31日㈮

英検®

第1回 6月17日㈰ 5月17日㈭ 5月10日㈭
第2回 11月4日㈰ 9月27日㈭ 9月20日㈭
第3回 2019年2月10日㈰ 2019年1月10日㈭ 12月13日㈭

第1回 6月3日㈰ 5月7日㈪ 4月23日㈪
第2回 10月7日㈰ 9月7日㈮ 8月31日㈮
第3回 2019年1月27日㈰ 12月14日㈮ 12月7日㈮

検定日 受験申込締切 対策コース申込締切

英検Jr.®
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一日コース 半日コース

兄弟割引

3日割引

早期割引

■基本の受講費用

■各種割引特典

■お申し込みキャンセルについて

¥4,000引き

¥8,000引き

ご紹介キャンペーン
実施中!!

サマースクール参加費用など
　費用は、ジュニア・シニアサマースクール、土曜日サマースクール、４日間でミュージカル、英検合格コースすべて
共通です。複数のセッションを受講される場合、申し込みセッション数に応じて割引が適用されます。

 1

 2

 3

 4

  ¥43,000 ¥24,000

  ¥77,400 ¥43,200

  ¥111,800 ¥62,400

  ¥129,000 ¥72,000

  （税込）¥46,440 （税込）¥25,920

  （税込）¥83,560 （税込）¥46,640

  （税込）¥120,720 （税込）¥67,380

  （税込）¥139,280 （税込）¥77,760

お
申
し
込
み
セ
ッ
シ
ョ
ン
数

・複数のセッションを受講される場合、申し込みセッション
数に応じて割引が適用されます。

・MLS会員以外の方は、別途入会金が必要です。

　一旦お申し込みいただいたサマースクールをキャンセルされる場合、お申し出の時期によって下記のキャンセル料が
発生します。予めご了承ください。

　お申し込みのキャンセルは、お電話（MLS本部：03-3320-1553）もしくはファックス（03-3320-3622）でお申し
出ください。

通常¥16,200 → ¥8,100
入会金サマースクール特別割引入会金サマースクール特別割引

● 会員期間は、中学校卒業時まで

● MLSのクラスやイベントに、お得な会員価格で
ご参加いただけます

2018年5月末までにお申し込みいただくと、合計金額より

ご兄弟の合計金額 ¥100,000以上の場合、合計金額より

¥4,000引きご兄弟の合計金額 ¥100,000未満の場合、合計金額より

一日コース→税込金額より ¥4,500引き
半日コース→税込金額より ¥3,000引き

各セッションは4日で構成されますが、3日間しかご出席
頂けない場合は、事前にお申し出いただければ

サマースクールにてご入会される方へは、会員規約の説明の
ために、本部より連絡をさせていただきます。

半日コース一日コース

セッション① 7月5日㈭ ～ 7月24日㈫

セッション② 7月11日㈬ ～ 7月30日㈪

セッション③ 8月1日㈬ ～ 8月20日㈪

セッション④ 8月20日㈪ ～ 8月27日㈪

¥5,000 ¥3,000

ジュニア/シニアサマースクール、
4日間でミュージカル、英検合格コース

一日コース

ジュニア 7月9日㈪ ～ 7月27日㈮ ¥5,000

土曜日サマースクール

　MLS会員さまのご紹介で、ご親戚・お友だちなどがサマースクール
にご参加いただいた場合、ご紹介者と受講者それぞれにQUOカー
ド¥1,000分をプレゼント！ 複数の方をご紹介いただければ、ご受講
された人数分プレゼントさせていただきます！

※当日以降は全額を申し受けます

（税込）
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春/夏企画コース割引券春/夏企画コース割引券

No.

 ¥5,000.-

●この割引券は、金券として春・夏休みの企画コースの授業料の一部
としてお使いいただけます。

　※ご利用は費用が¥10,000以上のコースに限らせていただきます。

●この割引券の有効期限は2018年3月31日(土)です。詳しくは、裏面のご使用
上の注意をお読みください。

株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ
東京都渋谷区代々木2-31-8
電話 03(3320)1555　 FAX.03(3320)3622

株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ
東京都渋谷区代々木2-31-8
電話 03(3320)1555　 FAX.03(3320)3622

春/夏企画コース割引券
春/夏企画コース割引券

No.

 ¥5,000.-
●この割引券は、金券として春・夏休みの企画コースの授業料の一部としてお使いいただけます。

　※ご利用は費用が¥10,000以上のコースに限らせていただきます。
●この割引券の有効期限は2018年3月31日(土)です。詳しくは、裏面のご使用上の注意をお読みください。

株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ東京都渋谷区代々木2-31-8電話 03(3320)1555　 FAX.03(3320)3622

株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ東京都渋谷区代々木2-31-8電話 03(3320)1555　 FAX.03(3320)3622



サマースクール2018申込書

MLS記入欄 2018.1.27受信日  2018　　/       / 受信者　　　　　　　　　　報告者　　　　　　　

□B入力　□EX入力　発送　　 /

ご記入日：2018年　　　月　　　日

CS400
土曜日サマースクール
ジュニア

スタジオ

※「4日間でミュージカル」は、3日間だけの参加はできません

Ａ／Ｈ　2　3　4    4.5　5　6　7.5　8　10　C　B　/　3％　3　関10　関20

7月28日、8月4日、8月25日、9月1日

1. MLSの会員さまですか？

2.ご参加者氏名

3.お電話番号

4.ご住所

■ご希望のスタジオ

■ご希望のコース

■お申込者情報

半日一日

※ご兄弟でご参加の方は、お名前と
　生年月日をお書きください

※ご兄弟でご参加の方は、お手数ですがお一人さま一枚の申込書をお送りください

セッション① 7月25日㈬ ～ 7月28日㈯

セッション② 7月31日㈫ ～ 8月3日㈮

セッション③ 8月21日㈫ ～ 8月24日㈮

セッション④ 8月28日㈫ ～ 8月31日㈮

 CS410 CS405 CS490 CS445

 CS412 CS406 CS492 CS446   CS402

 CS414 CS407 CS494 CS447 PS994 PS947 CS403

 CS416 CS408 CS496 CS448 PS996 PS948 CS404

半日一日 半日一日 一日

ジュニア
サマースクール

シニア
サマースクール

4日間で
ミュージカル

英検
合格ご希望のクラス番号（CS410、PS948など）を、

○で囲んでください。

※英検合格コースと、土曜日サマースクール
は、一日コースのみです

※午前と午後で違うコースのお申し込みは
できません

3日間だけのご参加をご希望の方は、
ご出席予定日をお書きください。 / / /

・はい（Yes）    /　　・いいえ（No）

スタジオ※1.で「はい」とお答えの方
　のみお書きください

お通いのスタジオとクラス番号をお書きください

C
会員番号（お分かりになれば）

0 01 - -

MLS本部Fax.03-3320-3622
※お申し込みは、Webやお電話でも承ります

11Summer School 2018 Application Form

☎03-3320-1553

summer-school.jp/join/reserve.html
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