
※システム費年間2,200円(税込)をお納め頂きます。

  GKP KIDS Minako オンライン 月8回土曜 10:00/12:00 (30分8コマ) 3～6歳（親の同伴可）

Minako オンライン 月8回月・金 15:00-15:30 (30分8コマ) 3～6歳（親の同伴可）

Mark オギクボカフェ 月4回火曜 14:40-15:40 (60分4コマ) 3～6歳

Mark オギクボカフェ 月4回木曜 15:00-16:00 (60分4コマ) 3～6歳

Yuka&Mark 裕和幼稚園 月2回土曜 10:00-12:00 (120分2コマ) 3～6歳

ACADEMICS 月2回月曜
16:30-17:30

(60分2コマ)

月2回土曜
13:30-14:30

(60分2コマ)

GKP JUNIOR

Cooking

ROBOT

Programing
タブレット

Scratchコース
Mark オンライン 月4回月曜 16:30-17:30 (60分2コマ)

Minecraft

programingコース
Mark オンライン 月2回土曜 17:30-18:30 (60分2コマ)

MEL-Scinece

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

英語プログラミング

小学生または英語レベル

CEFR-J A1-1以上

小学生または英語レベル

CEFR-J PreA1以上

★家庭用動画オンラ

イン教材「Melody's

Playground」配布

★「Fan and

Play！」日曜朝のオ

ンライン英語遊びに

無料ご招待

★オンライン母親ゼ

ミに無料参加可

★『Global Teens』

オンライン倶楽部よ

り、小学生向けオン

ライン講座に無料参

加可

特典

教具 33,780円税抜

(37,160円税込)

個人で揃えて頂く教材

入会金10,000円税抜(11,000円税込)

初期費（登録料・Razkids・Tシャツ・

Picture Dictionaryを含む）10,000円税

抜(11,000円税込)

のり、はさみ、色鉛筆、

テープ

入会金10,000円税抜(11,000円税込)

初期費（登録料・Razkids・Tシャツ・

Picture Dictionaryを含む）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（登録料・Tシャツを含む）4,000

円税抜(4,400円税込)

MELサイエンスの教材

＄35/月程度

入会金10,000円税抜(11,000円税込)

初期費（登録料・Tシャツを含む）4,000

円税抜(4,400円税込)

JUNIOR Mark

4,550円税抜(5,000

円税込)/教材配送費

込み

のり、はさみ、鉛筆&色

鉛筆、ホチキス、テープ

のり、はさみ、鉛筆&色

鉛筆、テープ

5,000円税抜(5,500

円税込)

オンライン

裕和幼稚園 月1回土曜
13:00-15:00

(120分1コマ)

Mark

オンライン 月4回土曜
16:00-17:15

(75分2コマ)

7,000円税抜(7,700

円税込)/教科書+E-

leaning 4,100円税抜

(4,510円税込)

入会金 10,000円税抜(11,000円税込)

初期費 2,000円税抜(2,200円税込)

※教科書+E-leaning はヒューマンア

カデミーロボット教室の規定による

月2回土曜

7,000円税抜(7,700

円税)/E-leaning

1,000円税抜(1,100

円税込)

ノートPC

※Minecraft Appインス

トール 3,000円程度

入会金10,000円税抜(11,000円税込)

初期費 2,000円税抜(2,200円税込)　※E-

leaningはTech For Elementaryの規定に

よる

調理器具一式

入会金10,000円税抜(11,000円税込)

初期費（登録料・Tシャツを含む）4,000

円税抜(4,400円税込)

オンライン 月1回土曜 13:30-15:00 (90分1コマ)

未就学

7,000円税抜

(7,700円税込)
MEL-サイエンス

JUNIOR

英語ロボット　

KIDS

英語クッキング&サイエンス

JUNIOR Mark

9,550円税抜

(10,500円税込)

グローバルキッズプログラム

JUNIOR

ACADEMICSオンライン

JUNIOR Mark

対 象 月 謝場 所 曜 日 時 間

3,500円税抜(3,850

円税込)/材料配送

1,500円(1,650円税

込)

オギクボカフェ英語クラス　レギュラークラス一覧　2021年4月～

備 考講 師子供英語

Mark 17:30-18:30 (60分2コマ)オンライン



親子英語 月2回木曜 10:00-10:45(45分) 0歳～未就園親子（4組）

月2回木曜 11:00-11:45(45分) 0歳～未就園親子（4組）

Mark オンライン 月2回月曜 15:00-15:45(45分) 0歳～未就園親子

Mark オンライン 月2回土曜 10:10-10:55(45分) 0歳～未就園親子

Mark オンライン 月2回月曜 13:00-13:30(30分) 0歳～未就学親子

Mark オンライン 月2回月曜 13:45-14:15(30分) 0歳～未就学親子

Mark オンライン 月2回木曜 13:00-13:30(30分) 0歳～未就学親子

Mark オンライン 月2回木曜 13:45-14:15(30分) 0歳～未就学親子

※オンライン倶楽部（月額2500円）との併用をお勧めしています。

●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

特典

★「Fan and

Play！」日曜朝のオ

ンライン英語遊びに

無料ご招待

★オンライン母親ゼ

ミに無料参加可

指定のテキスト

「Young Children's

Picture Dictionary」

　入会金5,000円税抜(5,500円税込)

　登録費 2,000円税抜(2,200円税込)

※入会金や登録料に子育て応援券は使用

できません

未就学親子

ママ

4,550円税抜

(5,000円税込)杉並区

子育て応援券使用可

+保険料200円

Yuka

親子英語 月 謝講 師

Minako
西荻区民会館

（仮）
月2回水曜 15:00-15:45(45分)

親子英語（杉並区子育て

応援券利用可）

親子

オギクボカフェ

場 所 曜 日 時 間 対 象 備 考個人で揃えて頂く教材


