
2017年9月9日　土曜日　＜8＞スクール特集秋のおすすめ  大人も子どもも
“　　"は楽しい！学ぶ

　街なかで利便性バツグン。就
職・転職を目指す人や主婦、初
心者やキッズまで幅広い年代層が
通う同校。自分のペースで学べる
個別指導型で、高い資格取得率
を誇ります。自由予約で好きな曜
日・時間帯を選べるのも魅力。

申込・問合せ／10：30～20：00
不定休
住所／中央区新市街10-4（ベスト電
器熊本本店6階）、　提携駐車場有（無料）

●入会金 /1万 800円（税込）
●時間 /10：30 ～ 20：00 の間
開講、１回90分
●セットコース料金 /
月２回：6500 円～月 20 回：4
万5000円（教材費別）
・科目 /Word・Excel・Power
Pointの基礎・応用・ＭＯＳ対策
まで希望科目が選べます
●LINE ●フェイスブック 等
●HP作成 ●スマホ・タブレット
●キッズ　 ●シニア
※ノートPC持込み可
※月謝制で安心　
※自由予約制　※税込
※はません校も開講中

趣味から資格取得まで！

アドバンスクール 熊本校

入会金70%オフ！ 9月末まで

パソコン ベスト電器熊本本店6階

アドバンスクール 検索←

初心者の方でも基
礎・応用・資格まで
一気に習得できる
セットコースがお
得。「リビングを見
て」のお申込みで、
通常1万800円の入
会金が、3240円に。
ぜひ、この機会に！

☎096（354）0735

子ども 大人

10120・35・6846

　小峯校では9月から、毎週土
曜にベビーとキッズ、月曜に小・
中・高校生クラスが開講しま
す！  欧米の指導法「フォニック
ス」を採用し、0歳から英検・受
験対策まで徹底サポート。スタ
ッフの熱心な指導も評判です。

小峯校で月・土曜クラスがスタート

英語
子ども 大人

英会話　ビッグアップル

問合せ受付／14:00～20:00、
土曜は10:00～17:00、日祝休
住所／京町校＝中央区京町本丁1-72
　　　上通校＝中央区上通町4-18-3階
　　　小峯校＝東区小峯2-6-58

ビッグアップル　熊本 検索←

●ベビー親子（6カ月～3歳）
●kids（3歳～６歳）
●小学生 ●中学生 ●高校生
●グローバル
　イングリッシュクラス
●高校・大学受験対策
●英検・TOEIC・TOEFL
●ビジネス英語

各種クラス案内

“生きた英語”を身に付
けるための教育を目指
している同校。座学以
外にも、ダンス（下写真）
を通して英語に触れ合
う授業も！ 楽しみながら
学べるのが魅力です

☎096（311）7117

　幼稚園は、２歳から随時入園Ｏ
Ｋ。ネイティヴな英語が楽しく身
に付きます。少人数制で個々のレ
ベルアップを目指し、6歳児英検
3級合格者も排出。ぜひ一度見学
を！　また午後3時～、3歳から通
える英会話（2時間）も好評です。

受付／9：00～18：30、駐車場あり
住所／北区徳王2-1-48

アップルビー　熊本 検索←

9/18、10/1オープンスクール開催

英語教育

オープンスクールで、英
語の歌やダンス、ゲーム
に工作（プラ板作り）など、
いろいろ挑戦しましょう！
アットホームな環境でしっ
かり学べる幼稚園を体験
してみませんか？

子ども 大人

※その他、0歳から大人まで通える
英会話教室では、無料体験レッスン
を実施中。気軽に問い合わせを

●幼稚園見学
　火・金曜／10:15～ 11:30

●9/18（祝・月）、10/1（日）
　幼稚園オープンスクール
　10:30～12:00（受付10:00～）

●「英会話教室」10月末まで
   入会金 通常　
   5000円（税別） 半 額！→
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幼稚園見学・無料体験　※要予約

　約30人のインストラクター数
は県内トップクラス！　初心者か
らレベルアップを目指す人まで
丁寧にレッスンしてもらえます。
お子さんの習い事や、単純な運
きとは違う全身を使った運動に
チャレンジしたい人はぜひ。

住所／東区渡鹿8-1-70
受付／10:30～ 22:30、日曜休
無料P30台あり

ZEN　熊本 検索←

約50のレッスンで初心者歓迎！

ダンス

3歳～ 70歳、300人以上
の会員が在籍する「ZEN」。
ヒップホップやジャズ、ピ
ラティスにベリーダンスな
ど、約50本の多彩なプロ
グラムで子どもも大人も楽
しめます。お得な入会キ
ャンペーンも実施中！

☎096（273）6095

①電話予約時、「リビングを見た」で
　体験レッスン500円が無料
②入会金1万円→500円
③3000円で１カ月レッスン
　受け放題！

ダンス&フィットネス ZEN（ゼン）
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子ども 大人

秋のキャンペーン特別料金

※価格は税別、２カ月目以降の料金
プランは別途選択、入会時に必要な
金額は入会金＋事務手数料＋９月・
10月の月謝、小学生以下の子ども
は受講可能なレッスンに限りあり

　20代～ 50代と幅広い世代の
人が学ぶ同校。「アロマテラピー
アドバイザー」「アロマテラピー
インストラクター」「アロマセラ
ピスト」の資格取得に向けた講座
を開講中です。初心者でも大歓
迎。気になる人は気軽に電話を。

営業／10:00～ 19:00
住所／中央区水道町9-20-501号

癒し癒される、アロマテラピー
アロマテラピーと心身の
関係を深く知るために皮
膚科学や解剖学も交え
熱心にレクチャー。自分
や身近な人のため、将
来のためなど、様々な
生徒さんが通っています

☎096（322）6669

Natura Accademia～Yuzu～

大人
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●朝日生命
熊本ビル ●

メルパルク
熊本

ローソン

ナトゥーラアカデミア 検索←

アロマ

☎090（1874）6669

ナトゥーラアカデミアユズ（公社）日本アロマ環境協会総合資格認定校

　あなたも企業の即戦力に！　オ
フィスで活躍できる幅広い知識
が身につく、無料ＰＣ講座が開講。
WordやExcelの使い方から、ビ
ジネスマナーや情報セキュリティ
まで丁寧に指導。受講後の就職サ
ポートも対応してくれますよ。

営業／平日9:00～18:00、土日祝休
住所／中央区神水2丁目9-1、Pなし
公共交通機関をご利用ください

就職応援！　受講無料のPC講座

パソコン

オシャレな写真の撮り方や
デザインを教えるお楽しみ
講座も。SNS投稿に生か
せるだけではなく、会社で
の分かりやすく「魅せる」資
料作りに役立ちますよ！

☎096（386）2360
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テクノクリエイティブ 検索←

「就職応援！ パソコン基礎講座+α」

●開講期間／10月11日（水）
　　　　　　～11月28日（火）
　授業は平日のみ（全32日間）
●授業時間／13:30～ 16:05
●受講料／無料  ●定員／10人
●対象／誰でも参加可能
※9/19（火）の時点で定員を超え
　る申込みの場合は抽選、結果は
　応募者全員に連絡します
※教材は無料でレンタル、同社に
　て購入もできます
※申込み・問合せは下記まで

メール:uchida@techno-
　　　creative.co.jp（内田） 上通校／中央区上通町5-46 イー

ストンビル2階（上通日航ホテル裏）
西熊本校／南区島町3-1-1 イオン
タウン西熊本内

「ネイルのプロ」を本気で目指す

ネイル

日本ネイリスト協会認定講
師が指導、検定もスクー
ル内で受験できます。今な
ら受講料も特別料金で学
べるのでお得！

大人

☎096（351）3383

　県内でも抜群の合格率と手厚い
就職サポートで「プロネイリスト」
を多数輩出。直営サロンもあるの
で、最新アート＆接客術が学べま
す。フリータイム制なので、働き
ながら資格取得した人も！ 入学は
随時、まずは気軽に資料請求を。

●ジェルネイル検定初級コース
受講料 4万5000円　
※3級以上取得者は2万8000円

NPO法人日本ネイリスト協会認定校
ネイルガーデンスクール

ネイルガーデン 検索←

●ネイリスト検定2級・3級
＋ジェルネイル初級コース
受講料 32万円（合格保証付き）

体験レッスン、見学は随時受付
中！　※価格は税別

⇒今なら復興応援
　　　　特別料金18万円

通いやすい多彩なコース

熱い要望に応えて登場！　
●サロンクオリティ／スピード
　コース
受講料 6日間　5万4000円　
資格を取ったけど、どうサロン
ワークをしたらいいかわからな
い人、オーナーとして人気のネ
イルサロンを作りたい人に、と
っておきのコツを伝授します

アカデミー家庭教師研修センター

営業／10:00～22:00、日曜休
住所／中央区大江1-2-19
　　　アカデミービル1階

検索←

※四高（熊高、済々黌、第一、第二）
対策も指導中　※不登校や支援を
要するお子さんも専門に指導（フリ
ースクール完備）　※受験対策コー
スの場合、管理費2160円とテキス
ト代が別途必要 ※入会金はありま
せん　

５教科１カ月分の月謝
（週１回60分・月４回） ※税込

 …9400円
…１万200円

小学生
中学生

…１万920円高校生
社会人

　勉強の難易度がグンと上がる
2学期。今まで通りの勉強法では
間に合わないかも。同社の家庭
教師なら、2000人以上の在籍
講師の中から京大出身者や現役
熊大生の質の高い指導が受けら
れます。効率的に成績アップを！

アカデミー家庭教師研修センター

伸び悩む前に！好評の「無料体験」

教育
子ども

10120・963・353

詳しくはＨＰを
チェック！

「5教科を均等」「苦手科目
だけ」など様々な勉強スタイ
ルをご提案しています。「分
かりやすかった！」と体験者
から好評の無料体験は随時
受付中です。無理な勧誘な
どはございませんので、一
度お気軽にご利用ください

安心の定額月謝制

☎096（212）5300

　上通りにある陶芸教室。気軽
に通いやすく、幅広い世代に人
気です。10月末まで、体験・入
会がお得！　体験は「手びねり体
験」通常2600円が2100円、「ろ
くろ体験（器2点）」通常3700円が
3200円と500円引き。また、入
会金も通常6180円が5180円に。

生徒さんの作品

陶芸と文化の森

営業／水＝10:00～ 21:00、木・
金・土・日＝10:00～16:30、月曜・
火曜休　※税込
住所／中央区上通町8-14-3 階  

検索←

陶芸と文化の森

10月末まで。体験・入会金割引中

陶 芸

街中で陶芸が体験でき
るのはここだけ！　明る
い女性講師たちが丁寧
に教えます。お友だち
同士でプレゼント用に
作りに来られる方もいら
っしゃいますよ（写真は
宮崎県からの体験者！）

大人
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