
 

 

 

 

 

 

優先申込書Ａ 
記入方法 ・受講希望コースに○印をつけてください。 
 ・同一内容のコースは、第二希望までご記入ください。 
 ・第一希望のみの場合は、コースをお取りできない場合があります。 

※この「優先申込書」提出のみでは、申込みの確定はしません。受講コース決定連絡後、振込費用納入をもって申込完了となります。 

所属教室 お子様の氏名 性 別 生年月日 

渋谷教室 

フリガナ 

男 ・ 女 20   年    月    日  

連絡可能な Tel  FAX □無し 
 

 

優先受付日    ／ 決定連絡日    ／   

 
 

●優先申込提出期間 ～5/7（木） 

●費用納入締切日 6/17（水） 

◆申込書提出＆支払先： 渋谷教室／FAX：(03)5766-4185 

◆振込口座： みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192418
 ジャック渋谷教室 

※振込依頼人名は、「お子様の氏名」＋「決定コース NO.」を入力してください。  
例）ヤマダタロウ A101A102 

※模擬テスト・月謝等と合算せずに講習会費用のみでお振込ください。 

※コース決定連絡後にキャンセルをする場合は、費用納入締切日前に所属

教室へのご連絡が必要です。 

※締切日までに費用の納入が確認できない場合、確定したコースはキャン

セル扱いとなります。 

コース No. コース名 費用（税込） 第一希望 第二希望 決定コース 

A101～A106 年長 聖心スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 A 

A111～A116 年長 聖心スペシャル（後期） A111・A112・A113 
A114・A115・A116 

A111・A112・A113 
A114・A115・A116 A 

A121～A125 年長 青山スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

A121・A122・A123 
A124・A125 

A121・A122・A123 
A124・A125 A 

A131～A135 年長 青山スペシャル（後期） A131・A132・A133 
A134・A135 

A131・A132・A133 
A134・A135 A 

A141・A142 
（A143） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（前期） 

各 
￥72,600 

前後期 
￥133,100 

A141・A142 
（増設の場合）A143 

A141・A142 
（増設の場合）A143 A 

A151・A152 
（A153） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（後期） 

A151・A152 
（増設の場合）A153 

A151・A152 
（増設の場合）A153 A 

A161～A163 
A171～A173 

年長 ペーパー101 総仕上げ 
（前半＋後半） ￥61,600 

A161・A162・A163 A161・A162・A163 A 

A171・A172・A173 A171・A172・A173 A 

A181～A183 ハイレベルペーパー50 ￥33,000 A181・A182・A183 A181・A182・A183 A 

A191～A194 聞き取り話し方 ￥33,000 A191・A192 
A193・A194 

A191・A192 
A193・A194 A 

A201~A206 個別面接 100 ￥39,600 A201・A202・A203 
A204・A205・A206 

A201・A202・A203 
A204・A205・A206 A 

A211～A213 年長 受験絵画製作（前期） 各 
￥33,000 

前後期 
￥61,600 

A211・A212・A213 A211・A212・A213 A 

A221～A223 年長 受験絵画製作（後期） A221・A222・A223 A221・A222・A223 A 

A231～A233 男子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 A231・A232・A233 A231・A232・A233 A 

A241～A243 女子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 A241・A242・A243 A241・A242・A243 A 

      

      

合計金額 ￥    

 

夏期講習会 
2020 年度 

●渋谷教室 

●正会員用 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

優先申込書Ｂ 
記入方法 ・受講希望コースに○印をつけてください。 
 ・同一内容のコースは、第二希望までご記入ください。 
 ・第一希望のみの場合は、コースをお取りできない場合があります。 

※この「優先申込書」提出のみでは、申込みの確定はしません。受講コース決定連絡後、振込費用納入をもって申込完了となります。 

所属教室 お子様の氏名 性 別 生年月日 

教室 

フリガナ 

男 ・ 女 20   年    月    日  

連絡可能な Tel  FAX □無し 

 

 

優先受付日    ／ 開催教室へ連絡    ／ 決定連絡日    ／ 

●優先申込提出期間 ～5/7（木） 

●費用納入締切日 6/17（水） 

◆申込書提出＆支払先： 所属教室 (FAX 可)   

◆振込口座： 所属教室へお振込ください。 

※振込依頼人名は、「お子様の氏名」＋「決定コース NO.」を入力してください。  
例）ヤマダタロウ A101A102 

※模擬テスト・月謝等と合算せずに講習会費用のみでお振込ください。 

※コース決定連絡後にキャンセルをする場合は、費用納入締切日前に所属

教室へのご連絡が必要です。 

※締切日までに費用の納入が確認できない場合、確定したコースはキャン

セル扱いとなります。 

コース No. コース名 費用（税込） 第一希望 第二希望 決定コース 

A101～A106 年長 聖心スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 A 

A111～A116 年長 聖心スペシャル（後期） A111・A112・A113 
A114・A115・A116 

A111・A112・A113 
A114・A115・A116 A 

A121～A125 年長 青山スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

A121・A122・A123 
A124・A125 

A121・A122・A123 
A124・A125 A 

A131～A135 年長 青山スペシャル（後期） A131・A132・A133 
A134・A135 

A131・A132・A133 
A134・A135 A 

A141・A142 
（A143） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（前期） 

各 
￥72,600 

前後期 
￥133,100 

A141・A142 
（増設の場合）A143 

A141・A142 
（増設の場合）A143 A 

A151・A152 
（A153） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（後期） 

A151・A152 
（増設の場合）A153 

A151・A152 
（増設の場合）A153 A 

A161～A163 
A171～A173 

年長 ペーパー101 総仕上げ 
（前半＋後半） ￥61,600 

A161・A162・A163 A161・A162・A163 A 

A171・A172・A173 A171・A172・A173 A 

A181～A183 ハイレベルペーパー50 ￥33,000 A181・A182・A183 A181・A182・A183 A 

A191～A194 聞き取り話し方 ￥33,000 A191・A192 
A193・A194 

A191・A192 
A193・A194 A 

A201~A206 個別面接 100 ￥39,600 A201・A202・A203 
A204・A205・A206 

A201・A202・A203 
A204・A205・A206 A 

A211～A213 年長 受験絵画製作（前期） 各 
￥33,000 

前後期 
￥61,600 

A211・A212・A213 A211・A212・A213 A 

A221～A223 年長 受験絵画製作（後期） A221・A222・A223 A221・A222・A223 A 

A231～A233 男子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 A231・A232・A233 A231・A232・A233 A 

A241～A243 女子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 A241・A242・A243 A241・A242・A243 A 

      

      

      

合計金額 ￥    

 2020 年度 

●渋谷教室以外 

●正会員用 

夏期講習会 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

優先申込書Ｃ 
記入方法 ・受講希望コースに○印をつけてください。 
 ・同一内容のコースは、第二希望までご記入ください。 
 ・第一希望のみの場合は、コースをお取りできない場合があります。 

※この「優先申込書」提出のみでは、申込みの確定はしません。受講コース決定連絡後、振込費用納入をもって申込完了となります。 

所属教室 お子様の氏名 性 別 生年月日 

渋谷教室 

フリガナ 

男 ・ 女 20   年    月    日  

連絡可能な Tel  FAX □無し 
 

 

優先受付日    ／ 決定連絡日    ／   

 

●優先申込提出期間 6/11（木）～ 6/17（水） 

●費用納入締切日 7/8（水） 

◆申込書提出＆支払先： 渋谷教室／FAX：(03)5766-4185 

◆振込口座： みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192418 
 ジャック渋谷教室 

※振込依頼人名は、「お子様の氏名」＋「決定コース NO.」を入力してください。  
例）ヤマダタロウ A101A102 

※模擬テスト等と合算せずに講習会費用のみでお振込ください。 

※コース決定連絡後にキャンセルをする場合は、費用納入締切日前に所属

教室へのご連絡が必要です。 

※締切日までに費用の納入が確認できない場合、確定したコースはキャン

セル扱いとなります。 

コース No. コース名 費用（税込） 第一希望 第二希望 決定コース 

A101～A106 年長 聖心スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 A 

A111～A116 年長 聖心スペシャル（後期） A111・A112・A113 
A114・A115・A116 

A111・A112・A113 
A114・A115・A116 A 

A121～A125 年長 青山スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

A121・A122・A123 
A124・A125 

A121・A122・A123 
A124・A125 A 

A131～A135 年長 青山スペシャル（後期） A131・A132・A133 
A134・A135 

A131・A132・A133 
A134・A135 A 

A141・A142 
（A143） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（前期） 

各 
￥72,600 

前後期 
￥133,100 

A141・A142 
（増設の場合）A143 

A141・A142 
（増設の場合）A143 A 

A151・A152 
（A153） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（後期） 

A151・A152 
（増設の場合）A153 

A151・A152 
（増設の場合）A153 A 

A161～A163 
A171～A173 

年長 ペーパー101 総仕上げ 
（前半＋後半） ￥61,600 

A161・A162・A163 A161・A162・A163 A 

A171・A172・A173 A171・A172・A173 A 

A181～A183 ハイレベルペーパー50 ￥33,000 A181・A182・A183 A181・A182・A183 A 

A191～A194 聞き取り話し方 ￥33,000 A191・A192 
A193・A194 

A191・A192 
A193・A194 A 

A201~A206 個別面接 100 ￥39,600 A201・A202・A203 
A204・A205・A206 

A201・A202・A203 
A204・A205・A206 A 

A211～A213 年長 受験絵画製作（前期） 各 
￥33,000 

前後期 
￥61,600 

A211・A212・A213 A211・A212・A213 A 

A221～A223 年長 受験絵画製作（後期） A221・A222・A223 A221・A222・A223 A 

A231～A233 男子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 A231・A232・A233 A231・A232・A233 A 

A241～A243 女子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 A241・A242・A243 A241・A242・A243 A 

      

      

合計金額 ￥    

 

夏期講習会 
2020 年度 

●渋谷教室 

●準会員用 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

優先申込書Ｄ 

記入方法 ・受講希望コースに○印をつけてください。 
 ・同一内容のコースは、第二希望までご記入ください。 
 ・第一希望のみの場合は、コースをお取りできない場合があります。 

※この「優先申込書」提出のみでは、申込みの確定はしません。受講コース決定連絡後、振込費用納入をもって申込完了となります。 

所属教室 お子様の氏名 性 別 生年月日 

教室 

フリガナ 

男 ・ 女 20   年    月    日  

連絡可能な Tel  FAX □無し 

 

 

優先受付日    ／ 開催教室へ連絡    ／ 決定連絡日    ／ 

●優先申込提出期間 6/11（木）～ 6/17（水） 

●費用納入締切日 7/8（水） 

◆申込書提出＆支払先： 所属教室 (FAX 可)   

◆振込口座： 所属教室へお振込ください。 

※振込依頼人名は、「お子様の氏名」＋「決定コース NO.」を入力してください。  
例）ヤマダタロウ A101A102 

※模擬テスト等と合算せずに講習会費用のみでお振込ください。 

※コース決定連絡後にキャンセルをする場合は、費用納入締切日前に所属

教室へのご連絡が必要です。 

※締切日までに費用の納入が確認できない場合、確定したコースはキャン

セル扱いとなります。 

コース No. コース名 費用（税込） 第一希望 第二希望 決定コース 

A101～A106 年長 聖心スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 A 

A111～A116 年長 聖心スペシャル（後期） A111・A112・A113 
A114・A115・A116 

A111・A112・A113 
A114・A115・A116 A 

A121～A125 年長 青山スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

A121・A122・A123 
A124・A125 

A121・A122・A123 
A124・A125 A 

A131～A135 年長 青山スペシャル（後期） A131・A132・A133 
A134・A135 

A131・A132・A133 
A134・A135 A 

A141・A142 
（A143） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（前期） 

各 
￥72,600 

前後期 
￥133,100 

A141・A142 
（増設の場合）A143 

A141・A142 
（増設の場合）A143 A 

A151・A152 
（A153） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（後期） 

A151・A152 
（増設の場合）A153 

A151・A152 
（増設の場合）A153 A 

A161～A163 
A171～A173 

年長 ペーパー101 総仕上げ 
（前半＋後半） ￥61,600 

A161・A162・A163 A161・A162・A163 A 

A171・A172・A173 A171・A172・A173 A 

A181～A183 ハイレベルペーパー50 ￥33,000 A181・A182・A183 A181・A182・A183 A 

A191～A194 聞き取り話し方 ￥33,000 A191・A192 
A193・A194 

A191・A192 
A193・A194 A 

A201~A206 個別面接 100 ￥39,600 A201・A202・A203 
A204・A205・A206 

A201・A202・A203 
A204・A205・A206 A 

A211～A213 年長 受験絵画製作（前期） 各 
￥33,000 

前後期 
￥61,600 

A211・A212・A213 A211・A212・A213 A 

A221～A223 年長 受験絵画製作（後期） A221・A222・A223 A221・A222・A223 A 

A231～A233 男子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 A231・A232・A233 A231・A232・A233 A 

A241～A243 女子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 A241・A242・A243 A241・A242・A243 A 

      

      

      

合計金額 ￥    

 2020 年度 

●渋谷教室以外 

●準会員用 

夏期講習会 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

申込書Ｅ 
  

記入方法 ・受講希望コースに○印をつけてください。 

所属教室 お子様の氏名 性 別 生年月日 

教室 

フリガナ 

男 ・ 女 20   年    月    日  

住 所 
〒 

会員資格 □正会員 □準会員 □一般 

連絡可能な Tel  FAX □無し 
 

 

優先受付日    ／ 開催教室へ連絡    ／ 決定連絡日    ／ 

 

●申込開始 一般：7/9（木）～   会員：優先申込終了後～ 

●費用納入 申込書提出と費用納入をもって申込み完了となります。

【正会員・準会員】 
 ◆申込書提出＆支払先： 所属教室 (FAX 可)   

 ◆振込口座： 所属教室へ振込してください。 

【一般】 
 ◆申込書提出＆支払先： 渋谷教室／FAX：(03)5766-4185 

 ◆振込口座： みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192418 
 ジャック渋谷教室 

※振込依頼人名は、「お子様の氏名」＋「決定コース NO.」を入力してください。  
例）ヤマダタロウ A101A102 

※模擬テスト等と合算せずに講習会費用のみでお振込ください。 

コース No. コース名 会員費用 
（税込） 

一般費用 
（税込） 希望コース 決定コース 

A101～A106 年長 聖心スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

各 
￥123,200 

前後期 
￥231,000 

A101・A102・A103 
A104・A105・A106 A 

A111～A116 年長 聖心スペシャル（後期） A111・A112・A113 
A114・A115・A116 A 

A121～A125 年長 青山スペシャル（前期） 各 
￥103,400 

前後期 
￥192,500 

各 
￥123,200 

前後期 
￥231,000 

A121・A122・A123 
A124・A125 A 

A131～A135 年長 青山スペシャル（後期） A131・A132・A133 
A134・A135 A 

A141・A142 
（A143） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（前期） 

各 
￥72,600 

前後期 
￥133,100 

各 
￥88,000 

前後期 
￥159,500 

A141・A142 
（増設の場合）A143 A 

A151・A152 
（A153） 

年長 慶應幼稚舎スペシャル 
（後期） 

A151・A152 
（増設の場合）A153 A 

A161～A163 
A171～A173 

年長 ペーパー101 総仕上げ 
（前半＋後半） ￥61,600 ￥74,800 

A161・A162・A163 A 

A171・A172・A173 A 

A181～A183 ハイレベルペーパー50 ￥33,000 ￥39,600 A181・A182・A183 A 

A191～A194 聞き取り話し方 ￥33,000 ￥39,600 A191・A192 
A193・A194 A 

A201~A206 個別面接 100 ￥39,600 ￥47,300 A201・A202・A203 
A204・A205・A206 A 

A211～A213 年長 受験絵画製作（前期） 各 
￥33,000 

前後期 
￥61,600 

各 
￥39,600 

前後期 
￥74,800 

A211・A212・A213 A 

A221～A223 年長 受験絵画製作（後期） A221・A222・A223 A 

A231～A233 男子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 ￥39,600 A231・A232・A233 A 

A241～A243 女子限定 
受験体操・集団行動観察 ￥33,000 ￥39,600 A241・A242・A243 A 

      

      

合計金額 ￥    

 

夏期講習会 
2020 年度 

●一般 

●優先申込後 会員用 


