
入会金半額！！入会金半額！！
スガナミ楽器

ご入会手続き
完了の方には

11月末
までに

11月末までにご入会手続き完了の方

祖師谷・船橋・狛江センター 体験・見学 受付中！！

小田急線「狛江駅」南口前

☎03-3488-4561

スガナミ楽器
　   狛江センター

〒201-0014
東京都狛江市東和泉1-18-6
ファーストビル 2階

小田急バス「宝性寺」下車すぐ

☎03-3482-1303

スガナミ楽器
　   船橋センター

〒156-0055
東京都世田谷区船橋7-15-2

☎03-5429-6061

スガナミ楽器
　     祖師谷センター

各センターへの
お問合せ・お申込みは
お気軽にどうぞ！

〒157-0073
東京都世田谷区砧6-29-11

「祖師ヶ谷大蔵駅」より徒歩3分

2016.4.2～2017.4.1生まれの
お子さまと保護者さま

五感を通して感受性をはぐくみます
対象年令 対象年令 2015.4.2～2016.4.1生まれの

お子さまと保護者さま

全身で音楽を感じます

2歳からの ぷっぷるクラス

●グループレッスン(1クラス8組程度) 40分／月3回
●レッスン料:4,500円

●グループレッスン(1クラス8組程度) 40分／月3回
●レッスン料:4,500円

無料体験レッスン日開講日

レッスン見学日

10/4・18(木)14:40

開講日

船 橋

（火）14:40
（金）15:00 

（木）14:40 

（木）14:40
（土）10:00 

（月）15:30（土）13:40 

レッスン見学日開講日

祖師谷

狛 江

●グループレッスン(1クラス8組程度) 50分／月3回 ●レッスン料:5,000円

音楽とふれあい豊かな表現力を養います。
対象年令 2013.4.2～2014.4.1生まれのお子さまと保護者さま

3歳児のための

※金額はすべて税抜表示となります。 ※別途入会金・教材費・施設費(会場によって異なります)が必要です。

11月開講

レッスン見学日

(金)9/28、
10/5・19・26

（金）11:20 （金）11:20 

狛 江

開講日

レッスン見学日

(金)9/28、
10/5・19

（金）10:50 （金）10:50 
開講日

船 橋

レッスン見学日
(木)9/27、10/4・18
(土)9/29、10/6・20

（木）11:40 （木）11:40 
（土）10:00 （土）10:00 

祖師谷

開
講
日

レッスン見学日

(金)10/5・12・19（金）10:00 
10月開講
開講日

（金）10:30 (金)9/28、10/5・19・26
レッスン見学日開講日

船 

橋

狛 

江

おんがくなかよしコースおんがくなかよしコース

1歳からの らっきークラス

「
弾
け
る
」の
ひ
み
つ
は
、

 

聴
く
チ
カ
ラ
。 

検 索ヤマハメソッド

ぷっぷるの
シールセットえんそうかい

11月末までに体験・見学
参加でもれなくプレゼント

(火)10/2・16
(金)10/5・19

(土)9/29、10/13・20・27
(月)10/1・15・22・29

(木)9/27、10/11
(土)10/13・27

(通常入会金10,000円▶5,000円(税抜))



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→

 ※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。

☎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

ピアノレッスン 入会
キャンペーン

体験日から1週間以
内に

入会手続きを完了
で、

対象：スガナミオリ
ジナルコース プレゼント！ギフトカード ¥1,000

10/19、
11/16

 (金)12:30～(90分)

10/1・29、
11/26

 (月)10:30～(90分)

シニアに人気の
おすすめコース
シニアに人気の
おすすめコース

祖師谷センター 狛江センター

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 ¥1,500

合 唱
祖師谷 狛　江

(土 )(月)～
開講日

開講日 シニアピアノ

●個人 30分/月3回 
●レッスン料:9,500円

祖師谷 狛　江船　橋

※ステップ制では
   ありません

(金)10:30～12:00
開講日

シニア
キーボード

●グループ 90分(3人以上で)/月2回 
●レッスン料:6,480円

狛　江

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。

声楽/ボイストレーニング 祖師谷

●個人 30分/月3回
●レッスン料:11,000円～

9/21、10/19・26
※お時間はご相談ください

無料体験レッスン日程

ヤマハ大人の音楽レッスン ●個人 30分/月3回 
●レッスン料:11,000円～

♪フルート・オカリナ ( 土 )
開講日開講日

( 火 )( 水 )狛　江祖師谷

初心者の方も大歓迎！
仕事・会社帰りの方も
お気軽にどうぞ。

ウクレレ/ギター/ベース
祖師谷

(木)(土)開講日

●個人 30分/月3回
●レッスン料:11,000円～

(木)10/4・18
(土)10/13・27
※お時間はご相談ください

無料体験レッスン日程

エレクトリック クラシックアコースティック

●グループ(2人) 30分または 60分/月3回
●レッスン料(1人分)：30分   7,000円 
                            60分 11,500円

(月)・(木)～(土)
開講日

(月)～(金)祖師谷

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！

船 橋

ふたりでピアノ

海外旅行に行った時や、日本で外国人観光客に会った時、
などあの時こんな一言が言えたなら！そう思った事はあり
ませんか？このコースではさまざまなシチュエーションで
役立つ英語を学びながら、英語の語彙や発音、リズム、簡単
なひとことフレーズなどもあわせて学んでいきます。

●60分/月2回 
●4・5名程度のグループレッスン 
●レッスン料…¥4,800 ※施設費別途

（木）12:15 9/27、10/11・25
開講日 無料体験レッスン日

祖師谷センター

ピアノ

●個人 30分/年40回
●レッスン料:9,000円～

子どもから大人まで
一人ひとりの進度に
合わせたきめ細やかな
指導。

祖師谷 狛　江船　橋 祖師谷 船　橋

(土 )(月)～
開講日

バイオリン
●個人 30分/月3回
●レッスン料:
   10,900円～

誰もが憧れる楽器、是非奏でて
みませんか？

(水) (金)

9/28、10/12・26
 (金)10:30～12:00

無料体験レッスン日程

40～50代の方も、ご相談ください。40～50代の方も、ご相談ください。

初心者
大歓迎

船　橋

クラリネット

●個人 45分/月2回
●レッスン料:11,000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。

(金 )開講日

狛　江狛　江

(金 )
開講日

子ども～大人まで大人気！

楽器がなくても楽しめる！

船 橋 狛 江
開講日

駅前の黒いビル

祖師谷センター 狛江センター

船橋センター

◉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！

11月30
日まで今がチャンス！

GIFT CA
RD

WレッスンWレッスン

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) お友達紹介お友達紹介

プレゼント！プレゼント！
GIFT CA

RD

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

ご家族入会ご家族入会
GIFT CA

RD

プレゼント！プレゼント！

ご紹介された家族・親族の方が、3ヶ月間
レッスンを受講継続された場合、ご紹介者に

3ヶ月後に
JTBギフトカード
¥5,000

まずはお気軽に

無料体験レッスン
♪

期間内に、ご入会手続き完了いただくと、入会金半額！ (通常入会金10,000円▶5,000円)

「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


