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本物の発音が学べる！

名古屋イングリッシュアカデミーでは、
英会話の収益を国際協力事業に寄付しています。

もっと気軽に もっと楽しく 世界がもっと近くなる

1レッスン

980円

講師

からの英会話

入会金･テキスト代無料 実践型レッスン”グローバルボイス”
TOEIC 英会話レッスン
ディスカッション英会話

1

日本にいながら留学気分 !
日常英会話レッスン

2

経験豊富なネイティブの
完全外国人講師！

国際交流イベントも
定期的に開催！

名古屋イングリッシュアカデミーの講師は
ネイティブの発音を習得できます。

英会話を通じてさまざまな文化に触れ、
様々な国の人たちとの交友関係も広がります。

3

4

いろいろ選べるレッスン！

英語を学んで社会貢献

子供から大人まで、レベルに合わせて選べる
レッスンを用意。少人数制のレギュラーレッス
ンやプライベートレッスンほか、ディスカッ
ション形式のレッスンも人気！

英会話の収益の一部は国際協力事業で
運用しています。

ご紹介特典 無料レッスンチケット
グローバルボイスを友達にご紹介ください。（受講したことのある方限定）
ご紹介いただいた方と初めて受講される方両方に 1 レッスン無料チケットプレゼント
紹介者のお名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

初めての受講者のお名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

入会金
50％OFF
キャンペーン

レギュラーレッスン

グローバルボイスレッスン
気軽に受けられる格安価格！
レベル別（初・中・上級）のレッスン

集中力が持続する 45 分 !
少人数グループレッスン！
入会金 ……￥21,000→￥10,500
テキスト代
………￥5,250/年
月謝（月４回 ） …………￥8,800

入会金・テキスト代

※どなたでも 1 回から受講可能・見学も受付中！
※1 日に何回でも受講 OK
※お好きな時間をメールか電話でご予約ください
※当日のキャンセルはレッスン料がかかります
※施設事務所に英会話の場所を絶対聞かないでください
当日場所がわからない時はお電話ください

※無料体験レッスン・見学受付中！
※レッスンを無駄にしない振替受講制度！

日曜日

今なら、英語会話集のCD1枚と
英会話のDVD1枚をプレゼント

●費用 ￥980/1レッスン
● 時間（各 45 分）

● 時間（各教室共通）
初級

中上級

19:20 〜 20:05
20:10 〜 20:55

ディスカッション
（中上級）
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14:00 〜 14:45

中級

● 場所
水曜日 …ナディアパーク ( 最寄駅 : 矢場町）
木曜日 ……ウィルあいち ( 最寄駅 : 市役所）
火曜日 …………南陽教室 ( 最寄駅 : 東海通）
国立病院

13:00 〜 13:45

初級

18:30 〜 19:15

初中級

15:00 〜 15:45
16:00 〜 16:45

● 場所 ウィルあいち
● 毎回ネイティブ英会話講師 2 名
● 人数：最大定員 7 名・2 名から開催

※予約が 1 名の場合、２名分のレッスン料で開催可能！
ウィルあいち、ナディアパークへは
問い合せをしないでください。

水曜日

●費用 ￥1,800/1レッスン ￥3,000/2 レッスン
● 時間（各 45分）
19:20 〜 20:05

中上級

ディスカッション

20:10 〜 20:55
TOEIC 英会話

パルコ

プライベートレッスン
好きな時間・場所で
プライベート英会話レッスン
入会金 ……￥21,000→￥10,500
1 レッスン ……60分 /4800 円
※講師と連絡先を交換して自由に受講可能
※自宅でのレッスンも可能（2000 円追加）
※中国語、韓国語、フランス語、スペイン語他 3500 円

子供英会話教室
歌やゲーム で楽しく学べる
1〜 12 歳までの子供英会話レッスン
入会金・テキスト代

……無料

……無料

1 レッスン ……………￥１,980
※英語の歌のCD (24 曲入り ) をプレゼント！
※6 人以上で開催 ※好きな時間・場所へ講師派遣可
※ネイティブ講師による文章添削のみも受付中 ！
料金：800 円（英語･フランス語など 150 字、中国語 250 字）

● 場所 ナディアパーク
● 講師 フラン先生

プライベートレッスン
グローバルボイスの時間・場所で
1 回から受講可能！
● 場所・時間 火曜日：南陽教室
水曜日：ナディアパーク
木曜日：ウイルあいち
日曜日：ウイルあいち
●費用 ￥3,980 /1レッスン 45 分

※試験や旅行の直前対策や文章添削などに最適
※日常やビジネスの会話などご要望に合わせてレッスン
※面倒な申し込みの手続きがなく気軽に受けれます

お問い合わせ先 : 名古屋イングリッシュアカデミー
名古屋市港区船頭場 5-323-2

受付専用：052-710-7479
080-3287-7982(softbank)
詳細は Email：info@hhahj.rdy.jp
HPで！
URL：http://en-academy.com

