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インタースクール
2017年10月期

　  　は授業があります。
        枠つきの日は祝日です。
※休講・補講などによりスケジュールを変更する場合があります。
※コース・クラスにより開始日・終了日が異なります。
※授業のない日の事務局営業時間は12:30～17:30です。
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082-246-4955

※この時点で予約完了となります。日時をご確認の上、当日お越しくだ
さい。
※HP参加申込フォームよりご予約いただいた場合、当校よりご確認
のメールをお送りします。この時点でご予約受付完了となります。
※各コースとも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込
みください。

開講に先立ち、インタースクールの授業内容や指導方法をより具体的に理解していただくため、コース別に実際の授業で扱った教材を用いて行う無料公開
サンプルレッスンです。担当講師によるカリキュラム説明および教授メソッドの解説、スタッフからのコース概要説明も行います。レッスン後には皆様からのご
質問にもお答えします。

※サンプルレッスン終了後に、レベルチェックテストを受験していただくことができます。ただし、19：00以降に開始されるサンプルレッスンの終了後に
は受験できませんのでご了承ください。

※都合により、ご参加いただく日程の変更をお願いする場合がございます。
※上記日程のコースにご参加いただけない場合には随時、個別にご説明いたします。ご予約の上、ぜひご来校ください。
※“在宅（通信）日→英翻訳コース”のサンプルレッスンはありません。

●15分前までに広島校受付に
お越しください。
●筆記用具・辞書をお持ちくだ
さい。

予約した日に
サンプルレッスンに参加する

TOEIC®730点突破対策

ビジネス英語　初級

ビジネス英語　中級

ビジネス英語　上級

リスニング＆リーディング
強化対策

英語専修

会議通訳
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082-246-4955

※この時点で予約完了となります。日時をご確認の上、当日お
越しください。

※HP参加申込フォームよりご予約いただいた場合、当校より
ご確認のメールをお送りします。この時点でご予約受付完
了となります。
※各クラスとも定員になり次第締め切りますので、お早めに
お申込みください。

※会議通訳、英語専修、同時通訳コースの受講を希望される方は、入学判定のためのレベルチェックテストの受験が必要です。
　（その他のコースは受験不要です。）

※上記指定日に受験できない方は個別に受験していただくこともできます。事務局にお問い合わせください。
※受験が遅くなりますと入学手続き、クラス登録が遅れ、ご希望のクラスにお入りいただけない場合がありますので、お早めの受験をおすすめします。
※各テスト時間には、テスト実施時間と説明時間が含まれています。
※当日の実施状況によっては、各テストの開始時刻および終了時刻が若干遅れる可能性がございます。予めご了承ください。
★2017年10月期のレベルチェック判定でご案内するコース・レベルは2018年4月期のご入学時まで有効です。

総合力テスト（45分）
（文法・語彙・読解・聴解）

英語専修コース

受験料　2,000円（消費税等込み）

英語通訳系テスト（75分）
（文法・語彙・読解・聴解+通訳適性）

英語総合力テスト（45分）
（文法・語彙・読解・聴解）
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（英語総合力テスト+通訳適性テスト）
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14：00

12：45～
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（文法・語彙・読解・聴解）
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15：30

14：45～
15：30

14：45～
15：30
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通訳系テスト（75分）
（英語総合力テスト+通訳適性テスト）
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同時通訳コース
会議通訳コース
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学までの流れ入

 

 

 
 

無料サンプルレッスン参加（要登録申込）
プロ通訳者、担当講師によるコース別無料体験
レッスンを行います。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　   ⇒【p.2】

入学手続き
テスト結果通知時にお渡しする「受講申込書兼契約書」に必要事項をご記入いただき、手続きを行ってください。
①受講希望クラス（曜日・時間）をお選びください。
②「受講申込書兼契約書」にご記入いただく際には、必ず「受講ご確認書」と「学費分別・個人情報」（本冊子p.11）をよくお読みの
　上、お手続きください。
③記入済みの「受講申込書兼契約書」をご郵送、または直接インタースクール事務局にお持ちいただき、ご提出ください。
④学費のお支払は、当校指定の銀行口座にお振込でお願いします。

正式登録

        ●受講申込書兼契約書および学費の受領が確認でき次第、正式登録となります。
●電話・FAX・Eメールでの登録予約はお受けできません。

正式登録は先着順となります。申込受付期間内であっても各クラス定員になり次第、締め切らせ
ていただきますので、できるだけお早めの手続きをおすすめいたします。

受講確定証の送付

        

●登録人数が最少開講人数（4名）に達した時点でクラスの開講が決定となります。お申し込みいただきましたクラスの開講が決
定次第、受講確定証をお送りいたします。

●最少開講人数に満たないクラスは開講できない場合がございますので、予めご了承ください。その場合はインタースクール事務
局より開講日の一週間前までにご連絡の上、学費をご指定の銀行口座に返金いたします。

※お早目のお申し込みをお願いしております。開講・不開講の決定は開講日の1週間前に行います。お申し込み人数の少ないクラスについ
ては、その時点で最少開講人数に満たない場合、当該コースは不開講とさせて頂きますので、ご了承下さい。

広島銀行　八丁堀支店　普通1048899　口座名　株式会社インターグループ

※入学時レベルチェックテストが不要なコースをご希望の方は、事務局までご連絡ください。お申込みに必要な書類をお送りします。

 ※お申込み後、クラスの変更を希望される場合、既に定員に達しているクラスにはお入りいただけません。予めご了承ください。

インタースクール広島校

＜お問合せ・詳細はこちら＞

住所：〒730-0051　広島県広島市中区大手町2-8-5　合人社広島大手町ビル10階
受付時間：

4

レベルチェックテスト受験
あなたの目的とレベルに最も適したクラスから
スタートしていただくための入学レベル判定テスト
です。（有料）　　　　　　　　　　         ⇒【p.3】

TEL:082-246-4955　FAX:082-246-5956
火曜日～金曜日　12：30～20：30（授業のない日は12：30～17：30）
土曜日　　　　   10：00～17：00
　　　　　　　　 ※日曜日・祝日・月曜日はお休みです。
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受講料の10%（入学金は対象外）

2017年10月1日時点で、短期大学・大学・大学院のいずれかに在籍している方
（通信生・夜間生を含む正規生に限る。聴講生・研究生は含みません）

資格

割引率学生証コピー（受講申込書兼契約書と共に提出してください）必要書類

タームの途中から入学される方は、受講開始日によって下記の通り割引が適用されます。

詳細はお問い合わせください。

◆ 途中入学割引

引制度のご案内割

●ご入学時にコース全体の10%以上にあたる回数が終了　⇒　受講料5％OFF　　●ご入学時にコース全体の20%以上にあたる回数が終了　⇒　受講料10％OFF

◆ 学生割引（　　　マークの付いたコース対象）

講料一覧受

※上記金額にはすべて消費税が含まれています。
※継続生、復学生の方で、入学金があるコースを受講されていた場合は、入学金納入の必要はありません。
※インタースクール各校への転校・コース変更の場合は、入学金・受講料の差額をお支払いただきます。
※コースを編入される場合で、入学金の差額が必要な場合は、差額分を頂戴いたします。

コース 入学金 授業料 合 計

会議通訳
本科Ⅰ・Ⅱ 43,200

43,200
43,200
16,200
16,200
16,200
16,200

205,200
205,200
168,480
54,000
49,680
49,680
45,360

248,400
248,400
211,680
70,200
65,880
65,880
61,560

入門科Ⅰ・Ⅱ
英語専修

同時通訳
Ⅲ・Ⅳ

コース 入学金 授業料 合 計

在宅（通信）日→英翻訳

上級
中級
初級

リスニング＆リーディング強化対策

ビジネス英語

16,200
-
-

49,680
54,000
32,400

65,880
54,000
32,400

TOEIC®730点突破対策

学 割

◆ 法人割引

1 2 3 1 2
レベルの目安

TOEIC®
300点程度

英検準2級

TOEIC®
600点程度

英検2級

TOEIC®
730点程度

英検準1級

TOEIC®
900点程度

英検1級

入門科Ⅰ 入門科Ⅱ 本科Ⅰ 本科Ⅱ

3 4
Professional Level

同時通訳

TOEIC®730点突破対策

Ⅲ Ⅳ

初級 中級 上級

在宅（通信）日→英翻訳

リスニング&リーディング強化対策

Academy Level Business Level

会議通訳

英語専修

ビジネス英語



※入学時に、レベルチェックテストを受験していただき、その結果に基づいて最適なレベルから受講していただきます。（当コースにご入学いただけない場合は、英語専修コース／
ビジネス英語コースなど、レベルに合ったコースから始めていただけます。）　※ターム終了時に進級判定を行います。　※上記カリキュラムは変更される場合があります。　※最
少開講人数 4 名に満たない場合は開講できない場合があります。　※都合により、クラスの開講曜日・時間が変更される場合があります。

＜受講期間＞

・約半世紀の経験と実績～インタースクールが誇る本格的な通訳者養成コースです。
・入門科では逐次通訳訓練を、本科では逐次／同時通訳の訓練を行います。

【概要】
・入門科で習得した通訳スキルをベースに、英語と日本語運用力を高め、

プロ通訳者として、デビューできる力を養成します。
・さまざまな分野の音声教材を使い、逐次／同時通訳の練習を行います。
・本科Ⅱでは、本科Ⅰで習得した通訳スキルをベースに、英語と日本語の運

用能力を高め、プロ通訳者デビューできる力を養成します。
【カリキュラム】
・会議スピーチの逐次／同時通訳（英⇔日）　・専門分野のリサーチ 
・通訳パフォーマンスの研究　・スピーチ表現の習得
・英米雑誌／英字新聞等のリーディング、要約、Sight Translation

【概要】
・通訳に必要なスキルを高めるための基礎訓練と、逐次の訳出訓練を通

して、確固とした総合力を身につけます。
・スピーチやインタビューのテープを使って逐次通訳の訓練を行います。
・海外雑誌や海外ニュースについて、訳出を交えながらリーディング／リ

スニングを行い精度の高い英語力を養成します。
【カリキュラム】
・通訳の基礎訓練　・一文単位の英⇔日逐次通訳
・一文単位の日→英訳出　・会議実践逐次通訳（英⇔日）
・スピーチ表現の習得　・時事英単語の習得
・英米雑誌／英字新聞等のリーディング、要約・訳出

【定　 員】 1クラス8名程度
【1ターム】 本　科：計16週
　　　　  入門科：計18週

●プロの通訳者を目指す方
●優秀な方には㈱インターグループの通訳者としての道が

開かれています。　
●英語をビジネスなどで使う方、社内通訳業務に携わっている方

高度な語学力を育成し、コミュニケーションのプロを目指す。
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会議通訳 10月開講

レベル レベルの目安

本科
Ⅰ・Ⅱ

概　要・カリキュラム 曜日／時間帯 学費（消費税等込み）

土曜日集中
13：30～15：15
15：30～17：15

TOEIC®
900点
以上

入門科
Ⅰ・Ⅱ

土曜日集中
9：30～11：15

11：30～13：15

248,400円／１ターム
入学金／43,200円
受講料／205,200円

※入学金は入学時のみお支払い
　いただきます。

学 割

本　科：2017年10月28日（土）～2018年2月17日（土）
入門科：2017年10月28日（土）～2018年3月3日（土）

TOEIC®
750～900点

程度

※入学時に、レベルチェックテストを受験していただき、その結果に基づいて最適なレベルから受講していただきます。（当コースにご入学いただけない場合は、ビジネス英語
コースなど、レベルに合ったコースから始めていただけます。）　※ターム終了時に進級判定を行います。　※上記カリキュラムは変更される場合があります。　※最少開講人
数4名に満たない場合は開講できない場合があります。　※都合により、クラスの開講曜日・時間が変更される場合があります。

＜受講期間＞

・リスニング及びリーディングの集中的な学習訓練を通じて、英語力を効果的に高めていきます。
・英⇔日訳出訓練を通じて、日本語・英語両方の運用能力を養い、細かい解釈やニュアンスの理解、文法の復習、語彙の増強

など、総合的に語学力を磨いていきます。
・自宅学習と授業の相乗効果により、国際ビジネスや留学にも対応できる確かな力を身につけます。
・将来、通訳・翻訳者を目指す方への基礎訓練にも役立ちます。

【定　 員】 1クラス8名程度
【1ターム】 計18週　

●ビジネスや留学のために確かな英語力を身につけたい方
●将来、通訳者・翻訳者を目指す方
●TOEIC®公開テストや英検など資格試験を目指す方

通訳・翻訳訓練法を導入して、完成度の高い英語力を養う

英語専修 10月開講

レベル レベルの目安 概　要 曜日／時間帯 学費（消費税等込み）

土曜日集中
13：15～15：00
15：15～17：00

211,680円／１ターム
入学金／43,200円
受講料／168,480円

※入学金は入学時のみお支払い
　いただきます。

・ある程度基礎力がある学習者を対象に、生の英語（ニュース、ビジ
ネスインタビューや講演）にも対応できる応用力を養います。

・重要な文法や語彙はこのレベルでも復習します。

・一般の英語学習者の中では高いレベルの英語力を持つ方を
「何となくこなせる」レベルから「確実にこなせる」レベルに引
き上げるよう指導します。

・本格的に通訳、翻訳の学習を始める下地をつくります。

Ⅲ

Ⅳ

学 割

2017年10月28日(土)～2018年3月3日(土)



7

曜日／時間帯 レベルの目安 概要 学費（消費税等込み）

木　10：00～11：30
TOEIC®

900点以上

＜受講期間＞ 【定　 員】 1クラス8名程度
【1ターム】 全10回

・通訳業務において必要な同時通訳のコツの習得とスキルを強化。
・同時通訳ブースを使った実践的な訓練。
・実践モード（事前課題を読み込んで通訳）の演習。

●今まで培った通訳スキルをより高めたい方

昼間のコース（上級） 現場で使える通訳スキルを磨きたい方に

同時通訳 10月開講

※入学時に、レベルチェックテストを受験していただき、その結果に基づいて最適なレベルから受講していただきます。（当コースにご入学いただけない場合は、英語専修コース／
ビジネス英語コースなど、レベルに合ったコースから始めていただけます。）　※上記カリキュラムは変更される場合があります。　※最少開講人数4名に満たない場合は開講で
きない場合があります。　※都合により、クラスの開講曜日・時間が変更される場合があります。　※他コースに編入される場合は、入学金の差額を追加で申し受けます。　※本
コースでは会議通訳コースの教材から一部選定して使います。　

70,200円／１ターム
入学金／16,200円
受講料／54,000円

※入学金は入学時のみお支払いいただきます。

・事前課題で背景知識をインプット
・日⇔英同時通訳の反復演習
・ケース・スタディーで現場に役立つ通訳術、事前

準備術の習得

学 割

隔週木曜日（10月26日、11月9日、11月30日、12月14日、1月11日、1月25日、
 2月8日、2月22日、3月8日、3月22日）

初級から国際業務レベルまで、お客様のニーズにあったカスタムメイドのカリキュラムで最適な研修をご提供します。
半世紀近くの経験と実績から生みだしたメソッドで、受講生の皆様の語学力を確実かつ飛躍的に強化させます。

【対応言語】英語・中国語・韓国語・フランス語・スペイン語　
※その他の言語をご希望の方はご相談ください。

●お客様のニーズにあったカスタムメイドのカリキュラムをご提案します法人語学研修

学費（消費税等込み）

※本コースは期の途中からでもご受講頂けます。その場合、途中入学割引を適用もしくは課題数は8回分のままとし、各回の提出日は応相談とさせて頂きます。
※他コースに編入される場合は、入学金を追加で申し受けます。

＜添削回数＞8回（隔週提出）

本コースでは、ビジネスレター、パンフレット、スピーチ、契約書、記事、広報など(毎期、課題が変わります)、一般ビジネスにも関わる
幅広い分野の教材を使用します。お仕事やプライベートで、スクーリングの時間の確保が難しい方におすすめの在宅コースです。課題
の提出、添削分の受け取りは全てメールで行いますのでPC環境が必要です。課題教材は開講前に事前配布し、提出日までに課題を
提出頂き、ネイティブ講師が添削したものをメールで返却します。

●自分の好きな時間に自宅で翻訳の勉強をしたい方
●仕事上、社内文書やメールを英語でやりとりする機会が

多い方
●将来的に翻訳者を目指したいが、今はあまり時間がない

ので最初のステップとして翻訳の勉強をされたい方
●スクーリングの時間に制約のある方

翻訳に興味がある方、在宅で勉強したい方に

在宅（通信）
日→英翻訳コース

第1回

レベルの目安

第2回
2017年
11月15日（水） 2月7日（水）11月29日（水）

TOEIC®800点程度

第3回

12月13日（水）

第4回
2018年
1月10日（水） 1月24日（水）

第5回 第6回 第7回

2月21日（水）

第8回

3月7日（水）

32,400円／1ターム　（入学金無料）

11月開講

課題提出日

学 割★レベルチェックテストなしでご受講頂けます。
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学 割
ビジネスで役立つ英語を学びたい方に ★レベルチェックテストなしでご受講頂けます。

※会議通訳コースと内容が一部重複します。　※上記カリキュラムは変更される場合があります。　※最少開講人数4名に満たない場合は開講できない場合があります。　※都
合により、クラスの開講曜日・時間が変更される場合があります。　※他コースに編入される場合は、入学金の差額を追加で申し受けます。　※10月期と1月期は別内容の授業で
実施します。

＜受講期間＞

・ビジネス分野に絞って通訳訓練を行います。
・逐次通訳訓練とリーディングを中心としたカリキュラムで進めます。
・コース独自の教材の他、会議通訳コースの教材からも、ビジネスシーンに即したものを選び、使用します。

・逐次通訳の基礎技術習得
（会社概要説明、挨拶スピーチ、新製品の発表、ビジネスイン
タビュー等の通訳）

・ビジネス語彙の学習
・ビジネス関連記事のリーディング (Time や Newsweek 誌等 )

【定　 員】 1クラス8名程度
【1ターム】 計10週／週1レッスン

●企業内で通訳業務をされている方
●今後ご自身の英語力を仕事に活かしたい方　　　　ビジネス英語　上級

曜日／時間帯 レベルの目安 概　要 学費（消費税等込み）

金　19：15～20：45 TOEIC®
900点以上

65,880円／１ターム
入学金／16,200円
受講料／49,680円

※入学金は入学時のみお支払い
　いただきます。

10 月期：2017 年 10 月 20 日（金）～ 2018 年 1 月 5 日（金）
1 月期：2018 年 1 月 19 日（金）～ 2018 年 3 月 23 日（金）

10月・1月開講

※会議通訳コース・英語専修コースと内容が一部重複する場合があります。　※上記カリキュラムは変更される場合があります。　※最少開講人数4名に満たない場合は開
講できない場合があります。　※都合により、クラスの開講曜日・時間が変更される場合があります。　※他コースに編入される場合は、入学金の差額を追加で申し受けます。
※10月期と1月期は別内容の授業で実施します。

＜受講期間＞

・ビジネストピックを題材とした教材で、総合的に英語力を強化します。
・通訳訓練法によるリスニング力およびリーディング力 up を目指します。
・コース独自の教材の他、英語専修コースの教材からも、ビジネスシーンに即したものを選び、使用します。

・通訳訓練法を用いた英語学習の技術習得
・ビジネス語彙の学習
・ビジネスシーンで役立つ英語表現の習得
・ビジネス関連記事のリーディング

【定　 員】 1クラス8名程度
【1ターム】 計10週／週1レッスン

●企業内で英語を使う機会がある方 
●今後英語を使って仕事をしたい方ビジネス英語　中級

曜日／時間帯 レベルの目安 概　要 学費（消費税等込み）

金　19：00 ～ 20：30 TOEIC®
700～900点程度

65,880円／１ターム
入学金／16,200円
受講料／49,680円

※入学金は入学時のみお支払い
　いただきます。

10 月期：2017 年 10 月 20 日（金）～ 2018 年 1 月 5 日（金）
1 月期：2018 年 1 月 19 日（金）～ 2018 年 3 月 23 日（金）

10月・1月開講

※上記カリキュラムは変更される場合があります。　※最少開講人数4名に満たない場合は開講できない場合があります。　※都合により、クラスの開講曜日・時間が変更さ
れる場合があります。　※他コースに編入される場合は、入学金の差額を追加で申し受けます。　※10月期と1月期は別内容の授業で実施します。

＜受講期間＞

・通訳訓練法で精度の高いリスニング・リーディング力を養成します。
・ビジネスシーンで役立つ英語表現を基礎から学びます。
・日本人講師が丁寧に指導いたします。

・通訳訓練法を用いた英語学習の技術習得
・文法・語彙・慣用表現のスキルアップ
・ビジネス語彙の学習
・ビジネスシーンで役立つ基礎英語表現の習得
・ビジネス関連記事のリーディング

【定　 員】 1クラス8名程度
【1ターム】 計10週／週1レッスン

●企業内で英語を使う機会がある方 
●もう一度英語を基礎から学びたい方ビジネス英語　初級

曜日／時間帯 レベルの目安 概　要 学費（消費税等込み）

水　19：00～20：30 TOEIC®
450～600点程度

61,560円／１ターム
入学金／16,200円
受講料／45,360円

※入学金は入学時のみお支払い
　いただきます。

10 月期：2017 年 10 月 18 日（水）～ 2017 年 12 月 20 日（水）
1 月期：2018 年 1 月 10 日（水）～ 2018 年 3 月 14 日（水）

10月・1月開講
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学 割★レベルチェックテストなしでご受講頂けます。資格対策をお考えの方に

経験豊富な日本語講師の通訳訓練法を導入したレッスンで、スコアアッ
プの要となる「聴く力」と「読む力」を強化します。また、TOEIC®テスト全
パートに対応した演習問題を行い、バランス良く学習します。

曜日／時間帯 レベルの目安 概　要 学費（消費税等込み）

水 19：15～20：45 TOEIC®
600点習得程度

54,000円／１ターム

※上記カリキュラムは変更される場合があります。　※最少開講人数4名に満たない場合は開講できない場合があります。　※都合により、クラスの開講曜日・時間が変更さ
れる場合があります。　※他コースに編入される場合は、入学金の差額を追加で申し受けます。　※10月期と1月期は別内容の授業で実施します。

＜受講期間＞

●TOEIC®公開テストで730点を突破したい方
●単なるTOEIC®対策ではもの足りない方　
●英語の基礎を学習したい方

TOEIC®730点突破対策 10月・1月開講

【定　員】1クラス8名程度　　 
【1ターム】全10回

（入学金無料）

10月期：2017年10月18日（水）～2017年12月20日（水）
1月期：2018年1月10日（水）～2018年3月14日（水）

※会議通訳コース・英語専修コースと内容が一部重複します。　※上記カリキュラムは変更される場合があります。　※最少開講人数4名に満たない場合は開講できない場
合があります。　※都合により、クラスの開講曜日・時間が変更される場合があります。　※他コースに編入される場合は、入学金の差額を追加で申し受けます。　※10月期
と1月期は別内容の授業で実施します。

＜受講期間＞

＜リスニング＞ ニュース、スピーチ、インタビュー等を題材にリスニング力を効率よく伸ばすコツを指導します。
＜リーディング＞ 限られた時間内で正確に英文を理解するためには、ただ漠然と読んでいても効率は上がりません。構文理解、要約、

日⇔英変換など多様なアプローチで、正確に速く読める力を伸ばす秘訣を伝授します。

一定の英語力をお持ちの方に対して、講師がリスニング側とリー
ディング側に分かれ、それぞれのクラスを隔週で指導します。
時事・ビジネス・環境など多岐にわたるインタースクールのオリ
ジナル教材を用い通訳訓練法を使いながら、さらに高い英語力を
構築していきます。

【定　 員】 1クラス8名程度
【1ターム】 計10週／週1レッスン

●ある程度の英語力に自信はあるがもっと上を目指したい方
●スクーリングの時間に制約のある方

昼間のコース（中級）高い英語力を目指す方に

リスニング＆リーディング
強化対策

10月・1月開講

曜日／時間帯 レベルの目安 概　要 学費（消費税等込み）

①金 11：00～12：45
②土 11：15～13：00
※①②いずれかをお選び下さい。

TOEIC®
600～750点程度

65,880円／１ターム
入学金／16,200円
受講料／49,680円

※入学金は入学時のみお支払い
　いただきます。

学 割

10月期：

1月期：

（金曜日）2017年10月20日（金）～2018年1月5日（金）
（土曜日）2017年10月21日（土）～2018年1月6日（土）
（金曜日）2018年1月19日（金）～2018年3月23日（金）
（土曜日）2018年1月13日（土）～2018年3月17日（土）

★レベルチェックテストなしでご受講頂けます。

ご希望のレッスン内容により、受講方法、カリキュラムをご提案する
カスタムメイドのレッスンです

プライベートレッスン
セミプライベートレッスン

◆受講回数・期間：ご都合に合わせて設定いたします。

過去にプライベートレッスンを受講された方の要望例
・会社で TOEIC®のスコアアップが目標になったため、誰よりも先に達成したい。
・社内での公用語が英語になったため、ビジネスパーソンらしい話し方を身につけたい。
・決まったスケジュールで通えないが仕事に必要な為学びたい。
・海外赴任が決まったのですぐに仕事、生活に役立つスキルを身につけたい。
・大切なプレゼンテーションを成功させるため、説得力のある話し方を身につけたい。
・希望している部署へ異動するために語学力が必要。
【対応言語】英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語
※その他の言語はお問い合わせください。

1レッスン60分×4回の場合
43,200円（消費税等込）（入学金無料）
1レッスン90分×4回の場合
64,800円（消費税等込）（入学金無料）
※上記は一例です。ご要望に応じたレッスン時間・回数にて承ります。
※集中して学ばれたい方は、1日に2レッスン続けての受講も可能です。
※特殊な内容・分野の授業については別途お見積もりいたします。
※お一人当たりの受講料を軽減できる、2～3名様でのセミプライ

ベートレッスンも承ります。
※別途教材費をご負担いただく場合がございます。

概　要 プライベートレッスン受講料の目安
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3ケ月コース・
4



11

株式会社インターグループ
個人情報保護管理者 総務本部 マネージャー

1. 個人情報の取得と利用について
当社は皆様の個人情報を下記の目的で取得・利用させていただきます。ご提供いただいた個
人情報を目的の範囲をこえて利用することはありません。
・受講内容等の資料を送付するため
・受講されるクラスに関する事務手続きのため
・サンプルレッスン／レベルチェックテスト／セミナー参加等に関する連絡のため
・クラス運営における参考資料とするため
・お問い合わせに対する回答のご連絡のため
・その他のサービス／情報等をご提供するため
・ 当社から国際会議／通訳／翻訳／人材派遣（職業紹介）／語学研修／データ収集業務など

のお仕事をご紹介させていただくため（ただしご本人の承諾を得た場合のみ）
・資産保全信託契約に基づく元本受益者に元本受益権の分配手続きを実施するため
・ビデオ及びオンラインによるモニタリング等における安全管理措置のため

2. 個人情報の第三者提供について
当社は、法令の規程又は司法手続きに基づく要請による場合を除き、取得した受講生の皆様の個
人情報を第三者に提供することはありません。ただし、資産保全信託契約に基づき当社が破綻等
の状況になった時は、受益者代理人が元本受益権の一括行使の上分配手続きを実施するために
受講生の皆様に個別の意思確認を行うことなく、ご提供いただいた受講生の皆様の個人情報を受
益者代理人および 受託者へ提供します。

3. 業務委託に伴う個人情報の委託について
当社はご提供いただいた個人情報を集計や加工のために第三者に委託することがあります。
この場合の業務委託先は、当社が個人情報保護体制について一定の水準に達していると判断
した先で、かつ個人情報の取り扱いについて守秘義務等を内容とする契約書を締結した先に
限定します。

個人情報お問い合わせ窓口
株式会社インターグループ

FAX：06-6372-8087
E-Mail:indi-info@intergroup.co.jp

4. 個人情報を提供される場合の留意点
皆様が個人情報を当社に提供されるか否かは、皆様の判断にお任せいたします。ただし、必須記
入の表示がされている箇所にご記入がない場合は、一部サービスを受けられない場合があります
のでご了承ください。

5. その他の事項
・当社では皆様にご提供いただいた個人情報に関して適用される法令を遵守いたします。
・当社ではより良く皆様の個人情報の保護を図るために、又は日本国の従うべき法令の変更に伴

い、個人情報保護方針を改定することがあります。
・当社のウェブサイトは外部サイトへのリンクを含んでいます。リンク先のサイトにおける個人情報保

護やサイトの内容に関しては責任を負いかねます。
・当社 WEB 画面はクッキーにより個人情報を取得する場合があります。

6. 個人情報の開示等に関するお問い合わせについて
当社の管理する全ての個人情報については、ご本人による利用目的の通知・開示・内容の訂正・
追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止の権利を行使することが可能で
す。個人情報に関するお問合せ窓口までご相談ください。開示等に関しては、コピー費等の実費を
ご負担いただきます。
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JR 金沢駅東口 ( 兼六園口 ) より徒歩 5 分
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明治通り
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〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2－2－5
共同通信会館 4F
Phone : 03ー5549ー6910
■東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅 9 番出口より徒歩４分
■東京メトロ千代田線・丸ノ内線 国会議事堂前駅 9 番出口より徒歩４分
■東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 3 番出口より徒歩６分


