
春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

小学生 新中学１年生 新中学２・３年生 個別指導 お申し込み方法

 どこよりも丁寧に！どこよりも良質な授業を！
カリキュラム消化だけで終わらないのが

フラップ指導会の講習会！

２０２３年度 

フラップ指導会 春期講習



　進級・進学おめでとうございます。今、皆さんは、新たな学年を迎えるにあた
り、大きな期待も不安もあると思います。

フラップ指導会はその不安を解消し、希望をもって新たな学年を迎えられるよ
う力になりたいと考えています。

小学生の皆さんへ

早い段階で基礎力の育成を！
　 小学生、特に小４から小６は、ゴールデンエイジと呼ばれます。この時期は能力の伸びもよく、一
度身につけたものは今後の成績や能力、思考力の伸長に直接つながります。
　学習は積み重ねです。中学生になって勉強が苦手になる大きな要因は、基礎学力の欠如がほと
んどです。基礎が身についてるかどうかで、学習ペース、理解力、定着率が大幅に変わります。小
学生の内に学習のベースを正しく身に付けて欲しいと思います。

新高校１年生の皆さんへ

高校入学の準備を始めよう！！
　 中学に入る前には勉強が心配で英語を習ったり問題集を買ったりして様々な準備をしたのに、
高校入学前に何もしないで終わってしまう生徒さんが、毎年かなり多くいます。
　中学生で心配していたことは、高校生でも起こります。受験勉強でせっかく身に付けた学習習慣
を乱してしまい、気がついたら赤点を取ってしまうことも…。高校生活を安定したものにするために
も、入学前のこの時期にアドバンテージを得ておきましょう。

新高校２・３年生の皆さんへ

春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

大学受験は早い者勝ち！！
　 早めに志望校を決めた人は、目的も計画も固められるので比べ物にならないほどの強さになり
ます。まさに大学受験は早い者勝ちと言っても過言ではないと思います。もし、高２の段階で志望
校を決める事ができれば、２年間を有効活用する事ができます。高３でも手遅れではありません。
まずは、この１年をどう有効に使うかを私達と探っていきましょう。
　今、新学年になるにあたり気持ちも高揚していると思います。この時期に行動を開始して、万全
の受験体制を築いていきましょう。
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中2・3総合コース受講者

フラップ指導会
講習のプラスα！

フォローアップ 到達度テスト 小テスト

講習最終日に補講時間
を設けています。欠席時
の補習や理解不足の補
完など、それぞれのテー
マで学習します。

講習範囲の理解度を確
認するテストを行います。
テスト結果をみてアドバイ
スや補講などを行ないま
す。

授業の始めに毎回小テスト
を行ないます。基礎知識や
基本計算など基礎力の底
上げを図ります。

各種コースのご案内

講習受講者全員

新中学１年生の皆さんへ

中１は生活習慣を変える大チャンス！
　 新中学１年生は、本格的に英語学習や部活動の開始、通学場所の変化などにより確実に今ま
でと生活習慣が変わります。
　一旦落ち着くと、改めて勉強時間を増やすことはとても負担が大きくなります。事前に学習習慣を
身につけることが大切です。
　この春休みに、一足早く中学生の学習習慣を身につけることで、部活動との両立も可能になりま
す。

新中学２年生の皆さんへ

部活動との両立も勉強のうち！！
　 中学２年生は、部活動が活発になります。そんな中、勉強と部活動との両立に悩む生徒も出て
きます。5月・6月には部活動が忙しくなり、勉強時間の確保が難しくなりますが、そんなときに大切
になるのがアドバンテージ（一歩先に進んでいるということ）です。
春休みに、どれぐらいアドバンテージが取れるかで、部活動の活発な5月・6月を、無理なく乗り切
れるかどうかが変わってきます。

新中学３年生の皆さんへ

受験学年スタートです！！
　新中学３年生は、１０ヶ月後に受験が待っています。部活動が終わってから・・と悠長に構えてい
ると、貴重な１０ヶ月のうち４ヶ月も過ぎてしまいます。どれだけ早く受験態勢に移れるか、更にどれ
だけ早く中学生の学習内容を一通り学習し終えることができるかが、成績伸長・受験突破の最重
要課題になります。
　時間はどんどん過ぎていきます。早めに行動することに大きな意味があります。

春期講習の
ご案内

中学総合コース受講者
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○講習費用
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受講日程希望表
3/23 3/24 3/25 3/26 3/27
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常
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業

木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日

15:50
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19,800円 25,300円 30,800円

4/3 4/4 4/5

+5,500円

4/23/30 3/31 4/13/28 3/29

春期講習総合コース・パック講習

春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

小学生

４時間 ８時間 １２時間 １６時間 ２０時間 以降４時間追加

　個々のテーマを決め、自分だけのオリジナルカリキュラム
を作成することが出来ます。
　先生と相談して、何を何回・・と決めていき、苦手単元に
集中したカリキュラムや、今後習う内容の先取りに特化し
たカリキュラムも作成可能です。

　総合パックは、例年苦手になりやすいものや、先取りしてお
きたいものを集めた内容です。　このままの内容でも十分効
果的に作られておりますが、オーダーメイドと組み合わせて、
パックを自分にあったものに組みかえるとより効果が高くなり
ます。

一人ひとりがテーマを持って学習！！ 　時間・日程・回数を選択できる！！

　苦手内容は一人ひとり違います。フラップの講習は、ただ
単に『算数』『国語』を勉強するという意識ではなく、『文章
題に強くなる』『作文に強くなる』という、個々のテーマを
持って学習します。
　今後重要になってくるものをまとめたパックもあります。お
気軽にご相談ください。

　小学生にとって、長期休みはご家族と旅行に行ったり、友人
と遊んだりして思い出を作るのも大切なことです。
　そのため、フラップ指導会では、時間・日程・回数を選択でき
るフリーチョイス講習を行なっております。

相談して作る！オーダーメイドカリキュラム！

14,300円

総合パックで基礎力アップ！！

○プラスアルファ　フォローアップでしっかり定着！！
フラップ指導会では、講習最終日にフォローアップを行います。このフォローアップでは、欠席時の補習・理解が浅い箇所の定
着など一人ひとりがテーマを決めて学習します。

15:50

14:00

15:50

14:0014:00

火曜日

15:00

月曜日

チェック欄

14:50

15:00

水曜日火曜日

14:50

チェック欄

15:00

チェック欄

15:0015:00

15:50

水曜日 木曜日 金曜日

チェック欄

15:50

チェック欄

14:00

休

塾

日

土曜日 日曜日

チェック欄

15:50

木曜日

平

常

授

業

14:50

チェック欄

15:00

14:00 14:00

14:50

チェック欄 チェック欄

チェック欄

14:50

チェック欄 チェック欄

15:00

14:00

14:50

4/6

チェック欄

平

常

授

業

14:50

フォローアップは自由参加です。
この時間帯の中のご都合のいいお
時間にお越しください。 

申込書の日程欄に、希望する授業時間に○を付
けてご提出ください。各時間帯には定員がござい
ます。先着順になりますので、ご了承ください。 

注：この日程表はモデルです。教室ごとに日程・時間帯は変わりますので、
申込書にありますスケジュールをご参照ください。
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～４級～
中２で学習する内容を含む文法事項を、パターン化して指導します。また、それと同時に語彙力の強化も図っていきま
す。長文読解や、会話文を解く際のコツも授業に組み込み対策を行なっていきます。
～５級～
基礎文法から始め、会話表現や整序問題など、実際の出題形式と同じ問題を演習していきます。もちろん、正解に結
びつけるためのコツやテクニック、リスニングでのポイントも指導します。

２４回 116,160円

検定対策講座

英検対策講座　個別指導形式
【準２級～５級合格対策】

新小４～６作文パック（全４回）
新小４～６国語読解パック

（全４回）
８，８００円

４回

新小４～６　新学年準備
　パック（全１２回）

１９，８００円

国語６回、算数６回のパックです。前半３回は、
前学年の漢字・計算や新学年につながる図形・
文章題・言葉の決まりなどを学習し、後半３回は
新学年の予習を行ないます。

１４，３００円

新小４～６　はじめての本格英語
パック　（全８回）

総合パックメニュー(４名定員）

　講師１名に対し、生徒２名までの指導になります。
完全オーダーメイドで授業を組むことができますので、単元
や傾向を絞って自分だけのオリジナルカリキュラムで学習
できます。
 右記回数はモデル回数です。記載のない回数での受講も
可能ですので、お気軽にお問い合わせください。また、実
施日時もご相談可能です。

個別指導コース

分数・小数の計算や基本の四則計算を、単
元ごとに細かく区切り、苦手な計算を中心に
徹底的に演習します。計算力アップは、算数
の成績アップに確実につながります。

８，８００円

◎私立中学を受験したい
◎中学の内容を先取りで学習をしたい
◎極端な不得意科目がある 　など

８回

１２回

６回
1コマ80分
（中学受験生）

38,720円
58,080円

19,360円
29,040円

２，２００円

主に新学年の読解問題を一足早く学習しま
す。文章読解を設問の捉え方や解答の仕
方、言葉の言いかえなども含めて論理的に解
けるようにします。

８名定員の特別クラスです。勉強時間を増や
し、ベースとなる基礎的な内容を強化していき
ます。計算特訓コース、漢字・語句コース、思
考力養成コースの受講ができます。この機会
にぜひお試しください。

体積と色々な図形の面積を、習熟度に合わ
せて学習します。いずれも小６又は中１になっ
てからも必要となる知識なので、今の時期に
しっかりと固めてしまいましょう。

英語を本格的に始めたい人が対象です。読む・
聞く・話す・書くをバランスよく学習します。「読め
るけど書けない」等がないように、今から学習を
始めましょう。

回数・費用は９ページの「英検対策講座」
をご参照ください。

回数 個別指導　受講費用

新小１～６フリーチョイス

８，８００円

各生徒さんの苦手分野やテーマに合わせて学
習内容、回数を選択できます。
※授業内容はお申し込み時に担当者と保護者
様とのカウンセリングの上決定いたします。

新小４～６　計算特訓
　パック（全４回）

作文は何を書いたらいいのか分からない・・と
お困りの皆さん、作文にはコツがあります。こ
の講座で、正しい作文の書き方を学び、悩み
を解消しましょう。

８，８００円

角度と面積を、習熟度に合わせて学習しま
す。無理のない形で発展問題への移行を図
ります。また、中学生で苦手の多い、コンパス
を使った作図も練習します。

８，８００円

基礎力養成クラス
お試しパック（全４回）

新小５　図形パック　（全４回） 新小６　図形パック　（全４回）

８，８００円

春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

小学生
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◎最終日の授業はフォローアップになります。欠席時の補習・分からなかった点の学習・演習不足

の内容の学習など、一人ひとりテーマを決めて学習します。

◎フォローアップ後に、講習範囲の理解度の確認のために到達度テストを行ないます。

○到達度テスト終了後も、月曜補講等を使って出来なかった単元や弱点分野等のフォローを行ないます。

２４回 112,200円
３６回 168,300円

春期講習の
ご案内

最大２３時間　授業時間（５０分×２０講座）
＋フォローアップ３時間

内容・科目数

新中学1年生特別講習　（春期講習総合コース）

新中学1年生

M1

講習費用

数学学習内容

アルファベットと単語

E6 一般動詞と否定文、疑問文 M6

E3
E4 be動詞のまとめ M4
E5 一般動詞と否定文、疑問文 M5

　１クラス８名までの少人数クラスで授業を行ないます。日程・学習内容を選択できます。科目ごとの料金
ですので、同一科目で最大１０回の授業に参加できます。

中学１年生は英数の２科目に絞って授業を行ないます。英語ではアルファベットから、be動詞を使った疑
問文・否定文、一般動詞を使った疑問文・否定文、canを用いた文までと、最初の定期テストの必須内容
の学習を行ないます。数学は正負の数の考え方から、正負の四則計算を学習し計算力を養います。

各教室でのオプション講座と一緒に受講されるとより効果的です。

英語学習内容

E1

be動詞と否定文、疑問文

正負の数の乗法　１時間目

E2 正負の数の加法・減法　１時間目

各種コースのご案内

正負の数の乗法　２時間目

正負の数の除法　１時間目

正負の数

正負の数の加減混合

１科目６,６００円  ２科目１１,０００円

M3 正負の数の加法・減法　２時間目

be動詞と否定文、疑問文 M2

M7
E8 canを用いた文

E9 canを用いた文

E10 春期講習のまとめ

M8 正負の数の除法　２時間目

M9 正負の数の乗除混合

M10 正負の数の四則混合

オリジナル個別指導コース

◎発展内容や復習など自分の課題をマスター
◎各種検定対策など
◎総合コースにプラスして、苦手科目の対策　など

E7 ｂe動詞と一般動詞の確認

　講師１名に対し生徒２名までの指導になります。
　完全オーダーメイドで授業を組むことができるので、単元や傾向を
絞って自分だけのオリジナルカリキュラムで学習できます。
　内容によって必要時間数が異なりますので、受講をご希望の場合
は、教室の責任者または担当者へご相談ください。
　右記回数はモデル回数です。記載のない回数での受講も可能で
すので、お気軽にお問い合わせください。

８回 37,400円
１２回 56,100円

受　講　費　用
回数 費用
４回 18,700円
６回 28,050円

・E５～１０、M５～１０は、年間カリキュラムの一環ですので、塾生は必修となります。

・E１～４、M1～４の授業は、３月の復習内容になります。講習生の方は是非取得してください。
・塾生も、復習として活用したい方は参加することができます。
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◎２日目より毎回、授業の始めに小テストがあります。基本事項の知識を向上できます。

◎最終日の授業はフォローアップになります。欠席時の補習・分からなかった点の学習・演習不足の内容の

学習など、一人ひとりテーマを決めて学習します。

◎フォローアップ後に、講習範囲の理解度の確認のために到達度テストを行います。

○到達度テスト終了後も、月曜補講等を使って出来なかった単元や弱点分野等のフォローを行ないます。

英検対策講座　個別指導形式
【準２級～５級合格対策】

回数・費用は９ページの「英検対策講座」
をご参照ください。

～４級～
中２で学習する内容を含む文法事項を、パターン化して指導します。また、それと同時に語彙力の強化も図っていきま
す。長文読解や、会話文を解く際のコツも授業に組み込み対策を行なっていきます。
～５級～
基礎文法から始め、会話表現や整序問題など、実際の出題形式と同じ問題を演習していきます。もちろん、正解に結
びつけるためのコツやテクニック、リスニングでのポイントも指導します。

検定対策講座

・フォローアップ講座について
個々のテーマを達成するために３時間のフォローアップを組み込んでいます。
欠席した内容、理解不足だった内容の補習にも利用できます。フォローアップをうまく利用し、学習した内容
をより定着させます。

１２回

オリジナル個別指導コース

・ 講 義 授 業   ：

・ フ ォローア ッ プ 講 座 ：
・ 到 達 度 確 認 テ ス ト  ：

英語:８時間、数学:８時間
国語:８時間
３時間
３科目（英語・数学・国語)

４回
８回

◎発展内容や復習など自分の課題をマスター
◎各種検定対策など
◎総合コースにプラスして、苦手科目の対策　など

受　講　費　用
回数

　講師１名に対し生徒２名までの指導になります。
　完全オーダーメイドで授業を組むことができるので、単元や傾向を
絞って自分だけのオリジナルカリキュラムで学習できます。
　内容によって必要時間数が異なりますので、受講をご希望の場合
は、教室の責任者または担当者へご相談ください。
　右記回数はモデル回数です。記載のない回数での受講も可能で
すので、お気軽にお問い合わせください。

１２回
２４回
回数

２４回

４回
８回

116,160円
58,080円
38,720円
19,360円

新中学２・３年生

○講習費用○総合コース内容

新中学２・３年生　総合３科目コース（全２７時間）

学習内容は新学期の予習事項（学校では４・５月の学習内容）がメインになります。日程は各教室で決まっておりますので、
付属の日程表をご覧ください。

～新中学２年生:講習内容～
英語　：未来の文【予習分野】
数学　：連立方程式の計算【予習分野】
国語　：読解【指示語・接続語】

～新中学３年生:講習内容～
英語　：現在完了【予習分野】
数学　：平方根【予習分野】
国語　：読解【段落、キーワード・文脈】

29,700円

春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

新中学２年生

新中学３年生

18,700円
28,050円

56,100円
37,400円
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※他に取得している授業やお子様のご予定、学習効果も踏まえて、５０分授業と８０分授業を組み合わせ
て授業スケジュールを組む場合もあります。１コマの授業時間が変わっても、総時間数はお申込みと変わ
ることはありません。授業予定表をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

＊上記回数はモデル回数です。記載のない回数での受講も可能です。

生徒一人ひとりに合わせたオリジナルカリキュラム！！

一人ひとり違った、オーダーメイドのカリキュラムで学習します。巡回形式の個別指導ではなく、
講師１名に対して生徒２名までの授業です。分からない箇所は、その場で質問できます。

○授業形態 　個別指導  【１：２指導（講師１名に生徒２名）】
１コマ　８０分　　　　＊次ページに学年別モデルコースを設定しています。

○授業時間　　　午後２：００（教室により午前９：００）～午後９：５０
　お申し込み時に担当者と日程、時間等授業スケジュールを話し合います。

部活動の予定やご旅行、その他のご都合を考慮し決定します。

＊円滑で良質な授業を提供するため、お申し込み期間内でも科目、時間帯により定員になり次第締め切りと
させていただく場合がございます。申込時期が遅れますとスケジュールのご希望にそえない場合もあります
のでご了承ください。

※お申し込み時に、担当と日程に関してご相談ください。科目、内容、生徒さんのご都合を踏まえてスケ
ジュールを作成します。スケジュールの決定は申込締め切り後１週間から１０日以内に行わせていただきま
す。ご了承ください。

130,680円

11

中学3年生

4 回

No. 学年 回数 受講費用
1

高校3年生

4 回 21,780円
2 6 回

個別指導講習

春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

個別指導

10 24 回 124,080円
62,040円9 12 回

32,670円
3 8 回 43,560円
4 12 回 65,340円

12 6 回 29,040円
13 8 回 38,720円

5 24 回
6

高校1・2年生

4 回 20,680円
7 6 回 31,020円
8 8 回 41,360円

116,160円
16

中学1・2年生

4 回 18,700円
17 6 回 28,050円
18 8 回 37,400円
19 12 回
20

56,100円

小学生（受験）

4 回 19,360円
22 6 回 29,040円
23 8 回 38,720円
24 12 回 58,080円
25 24 回 116,160円

21

19,360円

24 回 112,200円

14 12 回 58,080円
15 24 回
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など など

◎極端な不得意科目がある
◎部活動で総合コースには参加できない
◎英検対策をしたい

≪個別授業の振り替えについて≫

　決定したスケジュールの変更を希望する場合は必ず前日までにご連絡ください。
前日までにご連絡を頂ければ振り替えは可能です。

予めスケジュール変更を希望する場合は極力早めに担当講師とご相談ください。

＊前日までのキャンセルには振り替え回数の制限はありません。

＊授業開始後にキャンセルのご連絡を頂いた場合、振り替えはできません。

＊当日キャンセルは取得回数によって振り替え可能日数が異なります。

・総取得回数
・総取得回数
・総取得回数
・総取得回数

17回以下
18回～15回
16回～23回
24回以上

授業振り替えは行なえません
1回の振り替えが可能
2回の振り替えが可能
3回の振り替えが可能

◎極端な不得意科目がある
◎部活動で総合コースには参加できない
◎総合コース＋個別指導で受講したい

など など

高３になる今年、
高１・２の内容をもう一度やり直したい人。

⇒英語文法８回　長文６回　　英語合計１４回

受験が終わって１ヶ月遊んでしまった人。
そろそろ準備しなければならないと感じている。

⇒英語６回　数学６回　　合計１２回

総合コースを取得した人。
出来るだけ早めに苦手を克服したいので、

⇒数学の弱点分野　数学１２回

①中学受験をしたいが、今まで何もしてこなかった。
今から始めたい小学６年生。
⇒国語・算数各１２回、理科・社会各４回　合計３２回

個別指導　モデルケース

◎極端な不得意科目がある
◎私立中学を受験したい
◎未確定だが中学受験する見込みがある

◎極端な不得意科目がある
◎中学入学前に、たくさん勉強させたい
◎英検対策をしたい

など など

新高校１年生 新高校２・３年生、中高一貫校生

◎極端な不得意科目がある
◎高校入学準備をしたい

◎志望校対策をしたい
◎単元に特化した内容を学習したい

①小学校の算数が特に苦手だった。
中学入学前に少しでも理解して進みたい。
⇒苦手な算数に絞って学習　　算数６回

②今まで集団塾でやっていたがこのままでは厳しい。
春期講習を体験してから決めたい講習生。
⇒苦手な算数１２回　得意な国語は４回　 合計１６回

②中学に入って厳しいと評判の部活をやるつもり。
個別指導を続けるつもりなので、講習で体験したい。
⇒英語６回　数学１２回　　合計１８回

新中学２年生 新中学３年生

塾に入りたいが、部活動が忙しい人。
春期講習で体験して決めたい。

⇒英語６回　数学６回　　合計１２回

春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

小学生 新中学１年生

個別指導
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春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

個別指導　英検

英検対策講座　～個別指導形式～

英語検定は学年を問わず各級にチャレンジできることから、フラップ指導会では個別指導での対策を行っております。現状に合わせたレベルから各級の合格に必要な
授業を行います。

英検５級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

18,700 円

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング
対策を１から行っていきます。

選択問題・語順整序・リスニング等各自の弱点に
合わせた単元別学習を行います。

次回検定日までに過去問等演習で仕上げを行
います。

推奨回
数 10 回 46,750 円

推奨回
数

6 回 28,050 円
推奨回

数 4 回 18,700 円

6 回 29,040 円

英検４級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング
対策を１から行っていきます。

選択問題・語順整序・長文・リスニング等、各自の
弱点に合わせた単元別学習を行います。

次回検定日までに過去問等演習で仕上げを行
います。

推奨回
数 10 回 46,750 円 推奨回

数
6 回 28,050 円 推奨回

数 4 回

円 推奨回
数 8 回 41,360 円

英検３級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング・
ライティング・面接対策を１から行っていきま
す。

選択問題・語順整序・長文・リスニング・ライティン
グ・面接等、各自の弱点に合わせた単元別学習
を行います。

次回検定日までに過去問演習・面接練習で仕上
げを行います。

推奨回
数 12 回 58,080 円 推奨回

数
8 回 38,720 円 推奨回

数

回 43,560 円 推奨回
数 8 回 43,560 円

英検準２級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング・
ライティング・面接対策を１から行っていきま
す。

選択問題・語順整序・長文・リスニング・ライティン
グ・面接等、各自の弱点に合わせた単元別学習
を行います。

次回検定日までに過去問演習・面接練習で仕上
げを行います。

推奨回
数 16 回 82,720 円 推奨回

数
8 回 41,360

英検２級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング・
ライティング・面接対策を１から行っていきま
す。

選択問題・語順整序・長文・リスニング・ライティン
グ・面接等、各自の弱点に合わせた単元別学習
を行います。

次回検定日までに過去問演習・面接練習で仕上
げを行います。

推奨回
数 16 回 87,120 円 推奨回

数
8
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費用のご納入

※３月２５日（土）以降にお申込いただいた場合、講習費用は当指導会窓
口まで直接ご納入ください。

講習の費用に関しましても
月々の授業料と同様に郵便局の口座からの引き落としを
させていただきます。
４月５日（水）にご指定の口座から引き落としとなります。

※３月２５日（土）以降にお申込いただいた場合、講習費用
は当指導会窓口まで直接ご納入ください。

お申込み
３月２４日（金）までに、申込用紙に必要事項を記入の上、当指導会窓口に
ご提出ください。全てのコースにおいて定員になり次第締め切りとさせてい
ただきます。ご了承ください。

春期講習のお申込と費用のご納入について

春期講習の
ご案内 お申し込み方法

各種コースのご案内

講習の費用に関しましても月々の授業料と同様に郵便局の口座からの引
き落としをさせていただきます。

４月５日（水）にご指定の口座から引き落としとなります。
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ＵＲＬ　ｈｔｔｐｓ：//ｆｌａｐ.cc/　 　Ｅ-ｍａｉｌ　ｉｎｆｏ＠flap.cc

○南流山教室 ℡　04-7136-1221 流山市南流山1-1-12　千修ビル2F

○三矢小台教室 ℡　047-394-4281 松戸市三矢小台4-14-4　メゾンソレイユ1F

○南柏教室 ℡　04-7170-2001 柏市南柏1-6-12　穂高第20ブラザーズ1Ｆ

○北小金教室 ℡　047-309-6868 松戸市久保平賀390トーシンビル2Ｆ

≪フラップネットワーク≫

○まばし教室 ℡　047-309-7220 松戸市西馬橋蔵元町47　第2コーポオンダ1Ｆ




