
※保険料・設備費を合わせて年間3,300円(税込)をお納め頂きます。

＊の印は人数が集まり次第の開講となります。

ROBOT KIDS Mark オギクボカフェ 月2回土曜 16:00-18:30 (75分2コマ) 小学低学年（6名）

JUNIOR Mark オギクボカフェ 月2回木曜 16:15-18:45 (75分2コマ) 小学高学年（6名）

  GYM KIDS Mark オギクボカフェ 月2回土曜 10:00-12:30 (75分2コマ) 3～6歳（6名）

JUNIOR Mark オギクボカフェ 月2回土曜 13:00-15:30 (75分2コマ) 小学低学年（6名）

C＆C ＊KIDS-S Yuka オギクボカフェ 月4回木曜 14:40-15:40 (60分) 3～6歳（6名）

KIDS Mark オギクボカフェ 月2回土曜 10:00-12:30 (75分2コマ) 3～6歳（6名）

JUNIOR Mark オギクボカフェ 月2回土曜 13:00-15:30 (75分2コマ) 小学低学年（6名）

SCIENCE KIDS-S Mark オギクボカフェ 月4回月曜 14:40-15:40 (60分) 3歳～（6名）

JUNIOR Mark オギクボカフェ 月4回月曜 17:00-18:00(60分) 小学年（6名）

Programing

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Amy’s プレ

Amy’s KIDS 14:40-15:40 (60分)

15:40-16:40 (60分)

2～3歳（6名）
19,100円税抜

(21,000円税込)

Amy’s 英語知育お預かり 曜 日 時 間 対 象

3～６歳（6名）月4回金曜

筆記用具

（カラー鉛筆含む）

はさみ,のり等

※希望者はPhonics

のテキスト

9,550円税抜

(10,500円税込)

※2コマ21,000円

Yumi,

Melody,Yuka,

Minako

オギクボカフェ

オギクボカフェ　英語クラス　レギュラークラス一覧　2020.4～2021.3　　

Amy’s   プレスクール

Amy’s   キッズ

14,550円税抜

(16,000円税込)

備 考

英語ロボット　

筆記用具

（カラー鉛筆含む）

はさみ,のり等

※希望者は宿題用ワーク

テキスト

講 師

入会金10,000円税抜(11,000円税込)

初期費10,000円税抜(11,000円税込)

入会金10,000円税抜(11,000円税込)

初期費10,000円税抜(11,000円税込)

Yumi,

Melody,Yuka,

Minako

オギクボカフェ 月4回火曜 10:00-12:00 (120分)

GYM英語からだ遊び  

入会金 10,000円税抜(11,000円税込)

教具 33,780円税抜　(37,160円税込)

英語サイエンス

月 謝 個人で揃えて頂く教材

9,550円税抜

(10,500円税込)

入会金10,000円税抜(11,000円税込)

初期費10,000円税抜(11,000円税込)

JUNIOR Mark オギクボカフェ 月2回土曜 16:00-18:30 (75分2コマ) 6歳～（6名）

場 所 曜 日 時 間 対 象グローバルキッズプログラム

英語プログラミング

ノートPC

※レンタル2200円/月

※Minecraftを行う場合

App 3,000円程度

英語Cooking&Craft

月 謝 個人で揃えて頂く教材 備 考講 師 場 所



NEL親子英語 Pre Mark オギクボカフェ 月2回木曜 10:00-10:45(45分) 2,3歳児クラス（5組）

Toddler Mark オギクボカフェ 月2回木曜 11:00-11:45(45分) 1,2歳児クラス（5組）

＊Pre Mark オギクボカフェ 月2回木曜 12:00-12:45(45分) 2,3歳児クラス（5組）

Infant Mark オギクボカフェ 月2回木曜 13:00-13:45(45分) 0,1歳児クラス（5組）

Pre / Toddler Melody オギクボカフェ 月2回金曜 10:00-10:45(45分) 1～3歳児クラス（5組）

Pre / Toddler Melody オギクボカフェ 月2回金曜 11:00-11:45(45分) 1～3歳児クラス（5組）

＊Pre / Toddler Melody オギクボカフェ 月2回金曜 12:00-12:45(45分) 1～3歳児クラス（5組）

Infant Yuka オギクボカフェ 月2回金曜 10:00-10:45(45分) 0,1歳児クラス（5組）

Mark, Melody

他
都内各所 不定期 イベントによる 0歳～

2,500円(杉並区子育

応援券使用可）

+ 保険料100円/回

なし
入会金なし

※単発申込のみ

小学生EC

よみかき

英語劇 JUNIOR Melody オギクボカフェ 2020年度未定 未定 小学生（10名） 未定

KIDS Melody オギクボカフェ 2020年度未定 未定 4歳～ 未定

ママ英語 Basic(初級) Mark オギクボカフェ 月2回 木曜 10:00-11:00(60分) 英語学習経験のない方もＯＫ

Advanced(中級) Mark オギクボカフェ 月2回 木曜 11:15-12:15(60分)
英語でコミュニケーション

が取れる方

ママ英検

プライベート

親子英語ヨガ ＊親子 Yuka オギクボカフェ 月2回 火曜 12:45-13:30(45分) 親子（4名）
2,500円(応援券使用

可）+保険料100円
マット・敷物など 登録費 1,000円税抜(1,100円税込)

英語コーラス Yuko 賀川サロン 月2回 月曜 10:00-12:00(120分) コーラス経験のない方もＯＫ 2,500円(税込) なし 入会金なし・発表会衣装等相談・子供同伴可

●Address  杉並区桃井2-4-3 1F  ●Facebook ●公式LINE

●E-mail  info@ogikubocafe.com

●Web site  http://english.ogikubocafe.com

＊KIDS Yuka

月4:6,000税抜

(6,600円税込)

月2:4,000円税抜

(4,400円税込)

ブラッシュアップ

親子英語

英語よみかき

英語劇

指定のテキスト

講 師

指定のテキスト、

英語ノート等

なし

小学生 English Communication

ナチュラル

イングリッシュライフ

親子英語

（NEL）

9,550円税抜

(10,500円税込)
オギクボカフェ

Mark先生と英語で遊ぼう

(動物園・水族館・プラネタリウム等)

2,500円/月2回=

5,000円

(杉並区子育

応援券使用可）

+保険料100円/回

指定のテキスト

「Young Children's

Picture Dictionary」
登録費 1,000円税抜(1,100円税込)

場 所 曜 日 時 間 対 象 備 考個人で揃えて頂く教材

入会金5,000円税抜(5,500円税込)

登録費 1,000円税抜(1,100円税込)

必要な方は指定の

テキスト

備 考講 師 場 所 曜 日 時 間 対 象 月 謝 個人で揃えて頂く教材

月 謝

18:15-19:00(45分) 小学2～6年生（6名）月4回月曜オギクボカフェMark

月2回 火曜 14:40-15:25(45分) 3～6歳（6名）

入会金3,640円税抜(4,000円税込)

登録費 1,000円税抜(1,100円税込)

英語ママコーラス同好会

ママの為の英検取得勉強会
Mark オギクボカフェ 月2回 木曜

６歳以上

親子・複数名での受講

可

4,000円税抜

(4,400円税込)
ご自身で必要なもの

英語プライベートレッスン

Mark オギクボカフェ 月2回 木曜
16:00-19:00のうち

１コマ30分

12:30-13:30(60分)

ママの為の子連れOK英語勉強会

英検2級（6名）

　3,640円税抜

(4,000円税込)


