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千歳船橋駅

船橋四丁目

宝性寺

428

セブン
イレブン

← 新百合ヶ丘 新 宿→

( 金 )開講曜日
●個人 30分/月3回
●レッスン料:9,500円～

初めての方でも、吹奏楽をやっている方でも、
もちろん OK！個別指導ですので一人ひとりの
ペースに合せてレッスン

ピアノ

●個人 30分/年40回
●レッスン料:9,000円～

一人ひとりの能力と進度に合わせた
きめ細やかな指導。

(土 )(月)～
開講曜日

シニアピアノ

クラリネット

シニア(60歳以上）の初心者の方。

●個人 30分/月3回
●レッスン料:9,500円

( 金 )開講曜日

声楽/ボイストレーニング

●個人 30分/月3回
●レッスン料:11,000円～

呼吸や発声のしかたを最初から丁寧に
わかりやすくレッスンします。

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。

GIFT CA
RDGIFT CA

RD

祖師谷

祖師谷狛　江

狛　江

船　橋

祖師谷

狛　江

船　橋

 ※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。※金額はすべて税抜表示となります。

(土 )(月)～
開講曜日

バイオリン

●個人 30分/年40回
●レッスン料:10,900円～

豊かな音色、是非奏でてみませんか？

開講曜日

ふたりでピアノ
●グループ(2人) 30分または60分/月3回
●レッスン料：30分   6,900円 
　　　　　　  60分 11,400円(1人分)

兄弟・姉妹で！親子で！ご夫婦で！友人同士など、どんなペアでもレッスンOK！
一台のピアノにふたり並んで一緒にピアノを学んでいきます。

祖師谷

船　橋

(月)・(木)～(土)
開講曜日

☎03-3488-4561
東京都狛江市東和泉1-18-6
ファーストビル 2階
■受付時間／月～金 10:00～20:00
                 土 10:00～19:00
■ 定休日／日曜日・祝日

狛江センター
←新百合ヶ丘 新宿→

狛江駅

バス
ロータリー

☎03-5429-6061
東京都世田谷区砧6-29-11
■受付時間／月～金 13:00～19:00 
                 土 10:00～18:30
■定休日／日曜日・祝日

祖師谷センター
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→

☎03-3482-1303
東京都世田谷区船橋7-15-2
■受付時間／月～金 13:00～19:00
　　　　　   土 10:00～18:30
■定休日／日曜日・祝日

船橋センター

いろいろ選べるコースを多数ご用意しております！まずは気軽に無料体験レッスンへ！

船橋 狛江

船橋(月)～(金)祖師谷

チケット制
レッスンも好評！

懐かしいあの曲やみんな知っている名曲を楽しく歌ってみませんか！
初めての方、ご年配の方、女性・男性を問わず、どんな方でも大丈夫です♪

入会金不要
参加料…1回 ¥1,620　

(水)13:00～14:30(90分)2/21、3/28合 唱 開講曜日
祖師谷 祖師谷

(月)10:30～12:00(90分)2/26、3/26開講曜日
狛　江

狛　江

狛　江

船　橋

( 水 ) ( 金 )

ウクレレ

●個人 30分/月3回
●レッスン料:11,000円～

手軽に誰でも楽しく覚えられて、
演奏が出来るようになる楽器。

ベース
重低音がたまらない！幅広いジャンルの曲の
レパートリーを増やしませんか？

祖師谷 祖師谷 ギター
初心者の方も大歓迎！講師から1人ひとりに
合ったレッスンを受けることができます。

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。

エレクトリック アコースティック クラシック

祖師谷

YAMAHA 大人のための英会話
●グループ 60分/月2回
●レッスン料：4,500円
●教材費：4,600円

2/8、3/1・15(木)

英会話体験受付中！
●グループ 60分/月2回
●レッスン料：4,500円(木)11:10

開講曜日

フルート
フルートを楽しむ上で
必要な基礎的演奏力を
段階的にバランスよく
習得していきます。

オカリナ
オカリナ本来の美しく豊
かな音色で、様々な曲が
演奏できるように基礎
から学びます。

ヤマハの音楽レッスン
Yamaha Music Lesson 祖師谷センター 狛江センター祖師谷センター

体験レッスン日程(両コース共通)

●個人 30分/月3回
●レッスン料:11,000円～
●個人 30分/月3回
●レッスン料:11,000円～( 土 ) ( 火 )( 水 )開講曜日 祖師谷 狛　江

大 人 の お も て な し

このような方にオススメです！教養として英語を身につけたい方
観光ボランティアなどに興味はあるが英語が苦手
英語に興味はあるけれど、習うきっかけがなかった

生活に役立つ身近な英会話！

はじめての英会話

ウクレレ・ベース・ギ
ター

祖師谷センター 土曜
 増設！

(土 )(木)
開講曜日

●個人 30分/月3回
●レッスン料:11,000円～(土 )(木)

開講曜日
●個人 30分/月3回
●レッスン料:11,000円～(土 )(木)

開講曜日

4月
開講！

4月
開講！

5月～
土曜
新開講！

5月～
金曜
新開講！

スガナミ楽器 オリジナルレッスン

英会話
コース

(木)10:00
開講曜日

5月～
土曜
新開講！

5月～
土曜
新開講！

祖師谷センター 狛江センター

船橋センター

◉スガナミ楽器 各センターへのお問い合わせ・お申し込みはお気軽にどうぞ！

WレッスンキャンペーンWレッスンキャンペーン

3ヶ月後に
JTBギフトカード
¥5,000

新規・在籍生ともにWレッスン開始から
3ヶ月受講継続していただくと、(対象：全コース)

お友達紹介キャンペーンお友達紹介キャンペーン

プレゼント！プレゼント！プレゼント！プレゼント！
JTBギフトカード ¥1,000
お友達を紹介いただいた方全員に

無料体験
レッスン
受付中♪

3月末
まで 今だけお得！

(通常入会金10,000円▶5,000円)
期間中入会申込み完了で

入会金半額！入会金半額！

「祖師ヶ谷大蔵駅」より徒歩3分 小田急バス「宝性寺」下車すぐ 小田急線「狛江駅」南口前




