
スガナミ楽器 祖師谷センターお問い合わせ
お申し込みは

祖師谷大蔵駅
より徒歩3分！ ☎03-5429-6061

スガナミ祖師谷 検索インターネットでも検索していただけます！〒157-0073 東京都世田谷区砧6-29-11 ■ 受付時間／月～金 13:00～19:00/土11:00～18:00 ■ 定休日／日曜日・祝日

無料体験レッスン随時受付中♪事前予約制 どうぞお気軽にお問い合わせください♪

ギター・ウクレレ
● 開講曜日 (木)
● レッスン形態 …個人 30分/月3回
● レッスン料…… ¥11,880～

 ※各コース、曜日・時間は固定となります。ご希望の曜日、時間をスタッフへお申し付け下さい。※金額はすべて税込表示となります。

● レッスン形態：グループ 60分 /月 2回 ● レッスン料：4,860円 ● 教材費：3,888円

● レッスン形態：グループ 60分 /月 2回 
● レッスン料：4,860円 ● 教材費:5,184円

生活に役立つ身近な英会話を身につけたい方へ！

海外旅行ですぐに役立つ実用会話を身につけたい方へ！

(火)11:30/(木)10 :30開講曜日

（火）11/8 （木）11/10
「はじめての英会話」 体験日

（火）11/15・29、12/6・20

(火)12:40/(木)11:40開講曜日

挨拶や自己紹介などの初歩から
ステップアップ方式で身につけます。

アコースティックギター/エレキギター/ウクレレ

A AEB BJ KC CD IHGFYAMAHA 大人のための英会話無料体験レッスンまずは無料体験レッス
ンへ

「トラベル英会話」
海外旅行での、ホテル、ショッピングの場面や
トラブルなどのテーマに絞り、実用的な会話
を学びます。

スガナミ楽器 祖師
谷センター

リニューアル移転
記念キャンペーン

実施中！

11月末までの
ご入会で (通常入会金¥10,800 )

新コースもぞくぞくス
タート！

スガナミオリジナルコース

移転キャンペーンは今だけ！
スタッフ一同心よりお待ちしております！

11/10 、12/1
体 験日

声楽
● 開講曜日 (水)
● レッスン形態 …個人 30分/月3回
● レッスン料…… ¥11,880～

11/9・16・30 、
12/7・14

シニアピアノ
● 開講曜日 (月)～(土)
● レッスン形態 …個人 30分/月3回
● レッスン料…… ¥11,880～

※空き時間お問い合わせください。

※空き時間お問い合わせください。

お子さまから
大人の方まで

幅広い年代の方がお通いいただける教室です♪
11月
新開講

個人レッスン

裏面もご覧ください

講師：木下 卓郎 先生
東京自由学園大阪校 ( 現 大阪自
由学院 )ギター科、卒業。
メジャーからインディーズまで
様々なアーティストのライブやレ
コーディングに参加。

講師：草刈 伸明 先生
桐朋学園音楽学部を経て研究科、
卒業。第20回友愛ドイツ歌曲コン
クール入選。第42回ウィーン国際
音楽セミナーに参加、ディヒラー・
コンクールにおいて3位に入賞。

ピアノを楽しみたいシニア層向
けです。あこがれの名曲を効率
的に弾けるようになることを目
指し、運動機能や脳機能にも良
いとされるエクササイズを取り
入れた新しいレッスンです。

講師：采女 恵美 先生
カナダ・ブリティッシュコロンビア州で
英語を学ぶ。通訳案内士の資格を持つ２児の母。

（火）11/8 （木）11/10
（火）11/15・29、12/6・20

NEW

体 験日 体 験日

見学日

体験日

見学日

毎年沢山の外国人旅行客が日本にやってきますよね。そんな時、少しでも英語を話せたら…と
思った事はありませんか？旅行好きな方もいざ、という時使えるフレーズを知っていたら…と
悔しい思いをされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆様にとっておきのコース
をご用意致しました。まずは気軽に体験レッスンへお越しください！



■ 受付時間／月～金 13:00～19:00/土11:00～18:00
■ 定休日／日曜日・祝日  http://www.suganami.com

スガナミ楽器 祖師谷センター
祖師谷大蔵駅南口より徒歩３分！！◉無料体験レッスン・レッスン見学のお問い合わせ・お申し込みはお気軽に！

☎03-5429-6061
スガナミ祖師谷 検索インターネットでも検索していただけます！

 ※各コース、曜日・時間は固定となります。ご希望の曜日、時間をスタッフへお申し付け下さい。※金額はすべて税込表示となります。

小田急OX

ローソン

ココカラ
ファイン薬局

みずほ銀行

南口

祖師ヶ谷大蔵駅
←新百合ヶ丘 新宿→

スガナミ楽器 
祖師谷センター

まだまだ レッスン見学 受付中！

秋の無料体験レッスン
レッスン見学受付中！

●レッスン形態 個人30分 /年 40回 ●レッスン料 ¥9,720～

五感を通して感受性をはぐくみます。

(木)11:20

1歳からの らっきークラス

対象年令

開講曜日

●40分/月3回
●レッスン料：5,400円(施設費込)
●教材費：3,888円

見学日

（木） 11:20
11/10・17・24

もっともっとおんがくとなかよしに!!
対象年令

開講曜日

●50分/月3回
●レッスン料：5,940円(施設費込)
●教材費：4,968円

見学日

音楽の基礎を無理なく楽しく学びます。

(土)15:00
対象年令

開講曜日

小学1年生～3年生のお子さま ●60分/月3回
●レッスン料：8,640円(施設費込)
●教材費：2,916円

3歳児のための

H24.4.2～H25.4.1生まれの
お子さまと保護者さま

ジュニアスクール基礎コース小学生のための

もしもピアノが弾けたなら・・・
一人ひとりの能力と進度に合わせたきめ細やかな指導。
弾く時の姿勢から丁寧に指導していきます。

エレクトーンは電子楽器ですが、演奏する人によって、
音色・表現などが異なり、奏でる人の心が表現される
楽器です。

重低音がたまらない！J-POPから洋楽等幅広いジャンル
の曲のレパートリーを増やしませんか？
憧れだった曲にも挑戦できます。

ピアノ (月)～(土)

●レッスン形態 個人30分/年 40回 ●レッスン料 ¥9,720～

開講曜日

(月)(土 )
開講曜日

(木 )
開講曜日

エレクトーン

ベース

●レッスン形態 個人30分 /年 40回 ●レッスン料 ¥11,880～

( 通常入会金¥10,800)

体験日

11/10、12/1
時間は、お問い合わせください

曜日・時間は、
お問い合わせください

曜日・時間は、
お問い合わせください

○YAMAHA MUSIC FOUNDATIONC

個人

個人

個人

(木)14:40

（木） 14:40
11/10・17・24

見学日

（土） 15:00
11/5・12・26、12/3

H26.4.2～H27.4.1生まれの
お子さまと保護者さま

チケット制レッ
スンも好評！

来られる時だけ好きに参加できるレッスン。「気軽に来られる！」と好評です！
芸術の秋、ぜひ皆さんで声を出して歌いましょう！

入会金不要 要予約

参加料…1回 ¥1,620　

● 開講曜日
(水)13:00～14:30(90分)
11/30、12/21

合 唱

NEW

11月末まで入会金無料！

体験日

体験日

待望の
土曜日

新開講


