
リングアクラブ 

レッスン スケジュール・料金表 

 

※通学レッスンに関しましては直接お問い合わせください。 
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（2021年7月～11月）

2021年7月7日更新

オンラインレッスン

グループレッスン プライベートレッスン

チケット制フリーコース

参加したときにだけチケットが消費され
るチケット制のコースです。 
同じ内容のレッスンを週に２回（平日と
土曜日）行うので、無理なく都合の良い
ときにだけ参加すればOK！

▶スケジュールが不規則な方 
▶色々なクラスに参加したい方!"
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学期制テーマ別コース

１学期完結型のコースです。テーマ別な
ので、興味のあることをピンポイントで
効率よく学ぶことができます。 
旅行会話、サッカー、DELE、ビジネス
西語が気になる方、お待ちしています！

▶テーマに沿って勉強したい方 
▶効率重視で勉強したい方

プレミアムプラン

講師を独り占め！プレミアムプランな
ら、好きな日時にレッスンを受けること
ができます。レッスン内容も現在のレベ
ルと目標に合わせてカスタマイズいたし
ますので、なんでもご相談ください。 

▶自分のペースで勉強したい方 
▶総合的な力を上げたい方

フリートークプラン

会話特化型のプランです。ネイティブ講
師と楽しく会話をしながら本当に使える
スペイン語力を身につけることができま
す。英語や日本語も通じるので、わから
ないことは何でも質問してください！

▶会話力をあげたい方 
▶ネイティブに教わりたい方

赴任前講習
スペイン語圏へ赴任・移住する予定のある方向けのプランです。 
スペイン語圏に駐在歴のあるベテラン講師が、赴任先で必要なスペイン語と長年の経験で培った
スペイン語圏での処世術をお教えします！ 
ご予定に合わせて柔軟にスケジュール・レッスン内容 
を調整しますのでなんでもご相談ください。

▶スペイン語圏へ渡航予定のある方 
▶一刻も早くスペイン語が必要な方!"

#$
%&

'(
()
*

!"
#$
%&

'(
()
*

!"
#$
%&

'(
()
* !"

#$
%&

'(
()
*



リングアクラブ 

 

 

　　　 
参加したときにだけチケットが消費されるチケット制のコースです。 
同じ内容のレッスンを週に２回（平日と土曜日）行うので、無理なく都合の良いときにだけ参加
すればOK！Miki が担当する文法講座とガイド講座ならどれでも受講可能です。* 
* 前日21時までに要予約 

※YouTubeでおなじみのスペイン語講師Mikiが担当するレッスンは全レッスンの中でこのコースのみとなっ
ております。 

▶ レッスンスケジュール【8月17日スタート】（１回完結型のレッスンなのでいつからでも参加可能です） 




▶︎チケット料　※ 税込です。別途、入会金（5,000円）を頂戴いたします。チケットは追加購入可能です。


▶ 受講の流れ


クラス 日程１ 日程２ 定員* 担当講師

1
まずはここから！ 
入門クラス

水曜日 
19:30-20:15

土曜日 
12:00-12:45

６名 神長倉未稀

2
今を生きる！ 

現在形マスタークラス
火曜日 

10:00-10:45
土曜日 

11:00-11:45
６名 神長倉未稀

3
過去を振り返ろう！ 
過去形マスタークラス

金曜日 
7:15-8:00

土曜日 
16:00-16:45

６名 神長倉未稀

4
日本の良さを伝える1！ 
日本観光ガイドクラス

水曜日 
10:30-11:15

土曜日 
17:00-17:45

６名 神長倉未稀

回数 5回 10回 20回

料金 ¥19,800 ¥36,900 ¥68,400

有効期限 ３ヵ月 ６ヵ月 10ヵ月

2

グループレッスン

チケット制フリーコース
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全９回の１学期完結型のコースです。テーマ別なので、興味のあることをピンポイントで効率よく
学ぶことができます。休んでしまっても大丈夫！レッスンを欠席した方には教材とレッスン動画を
お送りします。スペイン語圏へ旅行に行きたい方、DELEを受験したい方、スペイン語をビジネス
で使う方、サッカーが好きな方、お待ちしております！ 

▶ レッスン　※ 税込です。別途、入会金（5,000円）を頂戴いたします。 

▶ 受講の流れ


クラス 期間 日時 体験レッスン 定員 担当講師 レッスン料

旅行会話クラス【初心者向け】

1
情熱の国スペインへ！ 
スペイン旅行会話

9/7 ～ 11/2 
（全９回）

火曜日 
19:30-20:15

8/31 (火) ４名 酒井菜穂子 ¥21,800

2
ラテンに魅せられて！ 
中南米旅行会話

8/25 ～ 10/20 
（全９回）

水曜日 
19:00-19:45

8/18 (水) ４名 山下祐史 ¥21,800

3
ラテンに魅せられて！
中南米旅行会話

8/28～ 10/23 
（全９回）

土曜日 
11:00-11:45

8/21 (土) ４名 窪政明 ¥21,800

２と３のクラスでは同じ内容を学びます

DELE対策

4
めざせDELE合格！A１ 
2021年11月受験

8/28～ 10/23 
(全９回+２回)*

土曜日 
10:00-10:45

8/21 (土) ４名 中里信之 ¥32,900

5
めざせDELE合格！A２ 
2021年11月受験

8/28～ 10/23 
(全９回+２回)*

土曜日 
11:00-11:45

8/21 (土) ４名 山下祐史 ¥32,900

6
DELE対策クラスには、９回のグループレッスンに加えて、スピーキングテスト対策用のネイティブとのプライ
ベートレッスン２回（１レッスン30分）も含まれます。

中・上級者向け

7 　　仕事で大活躍！ 
　　ビジネススペイン語

8/25 ～ 10/20 
（全９回）

水曜日 
7:30-8:15

8/18 (水) ４名 窪政明 ¥21,800

8
　サッカー好きの 
　ためのスペイン語

8/26 ～ 10/28 
（全９回）

木曜日 
7:15-8:00

8/19 (木) ４名
Miquel 
Soler

¥21,800
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グループレッスンだとついていけるか不安…。自分の生活パターンに合わせてレッスンを受けた
い…。そんな方は、プレミアムプランで講師を独り占めしてしまいましょう！ 
プレミアムプランなら、好きな日、好きな時間にレッスンを受けることができます*。 レッスン内
容も現在のレベルと目標に合わせてカスタマイズいたしますので、なんでもご相談ください。 
 

文法は大体わかるけど、いざ話そうと思うと言葉が出てこない…。いきなりスペイン語で話しか
けられるとフリーズしてしまう…。そんな方は、とにかくスペイン語で話す機会を増やしましょ
う！フリートークプランでは、ネイティブ講師と楽しく会話をしながら本当に使えるスペイン語
力を身につけることができます。 
講師は英語や日本語も話すことができるので、わからないことがあっても安心！何でも質問してく
ださい。（フリートークプランは教材を用いず会話を通してスペイン語力をつけるプランです。文
法レッスンやテスト対策をご希望の方はプレミアムプランをおすすめいたします。） 

▶ レッスン　※ 税込です。別途、入会金（5,000円）を頂戴いたします。 

* 講師のレッスンスケジュールによりご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 
** チケットは追加購入可能です。 
***１回１コマ～、ご希望のコマ数をご受講いただけます。 

▶ 受講の流れ 
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プライベートレッスン

プレミアムプラン xy%Q`*8*QR+S.z,H
{f21&LB;;fV

フリートークプラン |}~�%(�a7i�H
X�T,U)=/21&LB;;fV

クラス 担当講師 レッスン料**

1 プレミアム
日本人講師 
ネイティブ講師

¥39,800 / 10回 
（１コマ45分）***

¥75,620 / 20回 
（１コマ45分）***

2 フリートーク ネイティブ講師
¥18,500 / 10回 
（１コマ30分）***

¥35,200 / 20回 
（１コマ30分）***

有効期限 ６ヶ月 10ヶ月
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スペイン語圏に赴任が決まった方向けのレッスンです。 
スペイン語圏に駐在歴のあるベテラン講師が、赴任先で必要なスペイン語と長年の経験で培った
スペイン語圏での処世術をお教えします！ 
安心して出発できるように、実際の生活やビジネスで使うスペイン語だけでなく、現地の文化・
生活に関する基礎知識や注意事項等もレクチャーいたします。レッスン内容もご希望に合わせて
カスタマイズいたしますので、なんでもご相談ください。 

* 別途、入会金（¥5,000）とテキスト代（必要な場合のみ）を頂戴いたします。チケットは追加購入可能
です。 
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--.!!*03-6316-5019 
info@linguaclub.jp 
https://linguaclub.jp

レッスンのお申し込みやレッスンに関する 
ご質問等はリングアクラブまでご連絡ください。

リングアクラブ 検索

東京都台東区浅草橋1-35-8 ラミアカーサ101 
JR総武線 浅草橋駅　西口徒歩3分 
都営浅草線 浅草橋駅 A4出口徒歩4分

プライベートレッスン
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10コマ 20コマ 30コマ

レッスン料* ¥49,800 ¥94,620 ¥137,450

有効期限 ６ヶ月 10ヶ月 15ヶ月


