
 

 

 

 

 

 

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 

田園調布教室 

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： 田園調布教室／FAX：(03)3721-6715 

◆振込口座： みずほ銀行 渋谷支店 普通 1524070
 株式会社ジャック田園調布教室 

※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 D101D102 

※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 

【年中】 

D501 年中オールカリキュラム 前期 �124,300 D501   

D502 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中応用自在・絵画 �29,700 D502   

D503 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可）  

聞き取り話し方 �29,700 D503   

D504 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中ペーパー（お弁当指導付き） �39,600 D504   

D505 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

行動観察 �29,700 D505   

D506 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中体操 �25,300 D506   

D511～D513 年中オールカリキュラム 後期 �69,300 D511・D512 
D513 

D511・D512 
D513  

 年中オールカリキュラム前期+後期 ���������    

D521 年中慶應幼稚舎チャレンジ �55,000 D521   

【2 年保育受験】 

D811 2 年保育受験  �61,600 D811   

【3 年保育受験】 

D831 3 年保育受験 �33,000 D831   

合計金額     

 

夏期講習会 
2020 年度 

●田園調布教室 

●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 D101D102 

※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 

【年中】 

D501 年中オールカリキュラム 前期 �124,300 D501   

D502 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中応用自在・絵画 �29,700 D502   

D503 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可）  

聞き取り話し方 �29,700 D503   

D504 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中ペーパー（お弁当指導付き） �39,600 D504   

D505 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

行動観察 �29,700 D505   

D506 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中体操 �25,300 D506   

D511～D513 年中オールカリキュラム 後期 �69,300 D511・D512 
D513 

D511・D512 
D513  

 年中オールカリキュラム前期+後期 ���������    

D521 年中慶應幼稚舎チャレンジ �55,000 D521   

【2 年保育受験】 

D811 2 年保育受験  �61,600 D811   

【3 年保育受験】 

D831 3 年保育受験 �33,000 D831   

合計金額     

 2020 年度 

●田園調布教室以外 

●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 

田園調布教室 

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： 田園調布教室／FAX：(03)3721-6715 

◆振込口座： みずほ銀行 渋谷支店 普通 1524070 
 株式会社ジャック田園調布教室 

※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 D101D102 

※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 

【年中】 

D501 年中オールカリキュラム 前期 �124,300 D501   

D502 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中応用自在・絵画 �29,700 D502   

D503 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可）  

聞き取り話し方 �29,700 D503   

D504 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中ペーパー（お弁当指導付き） �39,600 D504   

D505 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

行動観察 �29,700 D505   

D506 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中体操 �25,300 D506   

D511～D513 年中オールカリキュラム 後期 �69,300 D511・D512 
D513 

D511・D512 
D513  

 年中オールカリキュラム前期+後期 ���������    

D521 年中慶應幼稚舎チャレンジ �55,000 D521   

【2 年保育受験】 

D811 2 年保育受験  �61,600 D811   

【3 年保育受験】 

D831 3 年保育受験 �33,000 D831   

合計金額     

夏期講習会 
2020 年度 

●田園調布教室 

●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 D101D102 

※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 

【年中】 

D501 年中オールカリキュラム 前期 �124,300 D501   

D502 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中応用自在・絵画 �29,700 D502   

D503 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可）  

聞き取り話し方 �29,700 D503   

D504 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中ペーパー（お弁当指導付き） �39,600 D504   

D505 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

行動観察 �29,700 D505   

D506 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中体操 �25,300 D506   

D511～D513 年中オールカリキュラム 後期 �69,300 D511・D512 
D513 

D511・D512 
D513  

 年中オールカリキュラム前期+後期 ���������    

D521 年中慶應幼稚舎チャレンジ �55,000 D521   

【2 年保育受験】 

D811 2 年保育受験  �61,600 D811   

【3 年保育受験】 

D831 3 年保育受験 �33,000 D831   

合計金額     

 2020 年度 

●田園調布教室以外 

●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： 田園調布教室／FAX：(03)3721-6715
 ◆振込口座： みずほ銀行 渋谷支店 普通 1524070 
 株式会社ジャック田園調布教室 

※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 D101D102 

※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 

【年中】 

D501 年中オールカリキュラム 前期 ¥124,300 ¥147,400 D501  

D502 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中応用自在・絵画 ¥29,700 ¥35,200 D502  

D503 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可）  

聞き取り話し方 ¥29,700 ¥35,200 D503  

D504 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中ペーパー（お弁当指導付き） ¥39,600 ¥45,100 D504  

D505 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

行動観察 ¥29,700 ¥35,200 D505  

D506 
年中オールカリキュラム前期 （単科受講可） 

年中体操 ¥25,300 ¥30,800 D506  

D511～D513 年中オールカリキュラム 後期 ¥69,300 ¥83,600 D511・D512 
D513  

 年中オールカリキュラム前期+後期 ¥181,500 ¥216700   

D521 年中慶應幼稚舎チャレンジ ¥55,000 ¥66,000 D521  

【2 年保育受験】 

D811 2 年保育受験 ¥61,600 ¥74,800 D811  

【3 年保育受験】 

D831 3 年保育受験 ¥33,000 ¥39,600 D831  

合計金額     

 

夏期講習会 
2020 年度 

●一般 

●優先申込後 会員用 


