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レッスンは近況など身近な話題を英語で話すフリートークからスタート。外国人との会話
に慣れることができ、間違えても正しい表現をゆっくり丁寧に教えてもらえて安心。90
分レッスンなのに、50分並の料金も良心的。

よくほめることでやる気を引き出してくれる講師陣。ア
メリカの教会から推薦を受けた確かな人のみ。礼儀
正しく熱心、かつ明るい人柄で生徒に慕われている。

わからないことがあれば、親切なスタッフが何でも細
やかに対応してくれる。

海外旅行に、自分磨きに
「生きた英語」を
楽しく身につけよう
　「英語を話せるようになりたい！」と目的
を問わず幅広い世代が通う同スクール。
長続きすると評判の理由は、“Enjoy 
English”をモットーにした、アットホーム
な雰囲気だ。楽しむことが上達の近道と
の考えから、「完璧でなくてもOK」。だか
ら初心者でも緊張することなく、フレッシ
ュな気持ちで前向きに学べる。レッスン
は、アメリカ人講師による少人数制。発
言の機会が驚くほど多く、90分が短く思
えるほど充実した内容で、「生きた英語」
がぐんぐん身につく。クラスは100近くあ
り、超初心者から上級者までレベルに合
わせて習える。休んでも授業の振り替え
は電話1本でできるなど、無理なく通える
のも魅力。夏の旅行の備えにもピッタ
リ。まずは気軽に無料体験レッスンへ。

70120-02-6055
20798-72-6055

西宮市大井手町3-2
（2012年現住所に移転） 
受／9時半～21時半

（火曜～土曜）

英会話スクール

「シティライフ」を見たで、
● 今学期(7～9月)
　レッスン10回コースを
・・・・・・・・・・・・2,000円OFF
● 新学期(10～3月)の
・・・・・・・・・・・・・特別割引あり

（7月中に新規入会の場合） JRさくら夙川

阪急夙川

グリーンタウン

山手幹線山手幹線

大井手橋

新教会ビル

夙川クリスチャンセンター　で検索

http://www.christian-center.com
楽しいイベント情報はHPをチェック

夙川クリスチャンセンター英会話

楽しく気軽に学べて、ちゃんと身につく

今週何があったかを言う時間があるので、普段から英語で考えて生
活するようになりました。先生やクラスメイトとの時間は楽しく、1時間
半があっという間です。英語の勉強というより、外国人の友達に会い
に行っている感じで気軽に英語を学べるので長く続けられます。最
近はちゃんと通じるようになっているのもわかってきて、積極的に話せ
るようになりました。クリスチャンセンターのおかげで、英語がとっても
身近になっています。

Y.Aさん 40代

● 海外旅行で飛行機に乗る時やレストランで注文する時に自
信を持って臨めました。小さな達成感を感じることが生活
に彩りを添えています。(50代)

● 留学の備えとして、自分の都合に合わせて集中的に通える
ところが気に入っています。(大学生)

● 仕事の都合でお休みすることがあっても、振替制度がある
ので、無理なく通えています。(20代)

● 会社で英語が必要になったのではじめました。楽しく気負
いせず続けられるのが性に合っています。(30代) 

● リスニングとスピーキングが苦手な私が、レッスンに通うご
とに少しずつ進歩していることが実感できて嬉しい。(60代)

● ボケ防止のつもりで始めましたが、新しいお友達もでき、
毎週レッスンに来るのが楽しみです。(60代)

● 外国にいる気分になれる。英検のリスニングテストでも、
良く英語を聞き取れるようになった。(高校生)

● 将来本当に使える英語を身につけて欲しいと思い、子ども
を通わせています。家に帰ってくると、英語の歌を楽しそう
に口ずさんでいます。(40代)

実際に通っている生徒のナマの声

このスクール・おけいこのココが好き！

実際に通っている

生徒さんに聞く！

▲怪我のない身体づくり「ボディコントロール」がモットーのスタ
ジオなので、「過去に怪我をして辞めた」「楽しく健康的に痩せ
たい」という人も多数通う。

おトクな1レッスン1,250円～
家族で楽しむ多彩なダンス&バレエ
フラ・ベリー・チアなど10種以上
　阪急西宮北口駅すぐ、多忙なママや会社員
でも通いやすいシステムの同スタジオは、家族
で共有できる1レッスン1,250円～のチケット
制が評判。無駄なく好きなレッスンを好きな時
間に受講でき、ＮＹで流行りのジャイロキネシス
をはじめ、全18コースを掛け持ちOK！国際レベ
ルのプロ講師が指導、初心者やシニア・キッズ

（リトミックバレエは2
歳～）も安心。敷居
の高い印象のバレ
エも手軽に始められ
ると人気。

バレエ・ダンス

年齢問わずイキイキ！
●通い始めてから腰痛・肩こりが治った。（50代・主婦） 
●ジャズ・コンテンポラリーは、なじみのある曲で踊りやすく、
　どんどん体重が軽くなり心地よい。（30代・OL）
●先生陣が優しく楽しく、海外話など話題が豊富で嬉しい。

（20代・OL）
●マタニティヨガから、出産後は子供も一緒に通い始めました。
　レッスンに英語も使われるので一石二鳥！（幼児＆主婦）

Dance Teq International
〈ダンステクインターナショナル〉

2050-3393-7272
http://danceteqi.wix.com/japan

西宮市甲風園1-6-2　セントラルビル4F
受/9時～22時(レッスン中は留守電にメッセージを) 至三宮

阪急西宮北口駅
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▶親子や夫婦で
おトクに楽しめると
評判。憧れのクラ
シックバレエやフラ
ダンス、ジャズダン
スなど、様々なダン
スの魅力に触れら
れるのも嬉しい。
ハマるダンスが見
つかりそう！ ◀海外で活躍するなど経験豊

富な各ダンスのプロ10名以
上が在籍し、本場のレッスンを
提供。

● 大人10回券
・・・・・・・・・・・・・・・15,000円
● 子ども12回券
・・・・・・・・・・・・・・・15,000円
● 家族全員で使える
　12回券・・・・15,000円
(※大人利用の場合、1回＋300円)
● 大人1ヶ月フリーパス
…20,000円
● 入会金・・・・・10,000円
※家族(複数名)での入会の
　場合、入会金は
　1家族10,000円でOK！

「シティライフを見た」で
● 体験レッスン
・・・・・・・・・・・・1,000円→無料
● さらに体験当日に入会の方、
・・・・・・・・入会金10,000円→
　半額5,000円

（8月末まで・要予約・新規の方）

レッスン料
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JR東海道本線JR東海道本線
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神戸　ピラティス　ソルブリリアンテ　で検索

ピラティスで薄着の夏に
自信の美BODYを
　「ピラティス」は体幹を意識し骨盤を動かすことによ
って、体を正しく使い全身の不調が改善され日常生活
が楽に！レッスン前後で姿勢や体の違いを実感でき
る。汗をかきにくい、という人も普段意識していない動
きをすることでしっかり汗をかけるそう。心地よい疲労
感をぜひ体験して。

SOL BRILLANTE
〈ソル　ブリリアンテ〉 

2078-871-0026
http://merciosaka.com/sol_brillante.html神戸市灘区岩屋北町

4丁目3-16-5F
営／10時～20時　月曜定休　

「シティライフを見た」で
● プライベートレッスン通常60分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000円→4,000円
グループレッスン通常60分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円→2,000円
入会金なし　　(7月末まで・新規の方)

ピラティス

同スタジオはより効率よ
くトレーニングできるマシ
ン「リフォーマー」を導入。

4月OPENのキレイなスタジオ。普段の生活から意識を
変えていけるピラティスで魅せBODYを手に入れよう！

I-MAKEからありそうでなかった
新しい形の英会話レッスンを紹介
　「いつか海外旅行に行きたい」と思った人なら、
ぜひI-MAKEに！受講者の約8割が初心者なので
誰でも通いやすい。お小遣いの範囲内で無理なく
続けられる料金プランも複数用意しているので安
心。あなたもお気に入りの先生が見つかるはず！

マンツーマン英会話 
I-MAKE〈アイ-メイク〉

神戸三宮校

講師、レッスンプランも自由なのが好き！
良心的な価格設定でハイレベルのレッスンが受けられるのはもちろん、テキ
ストを使用しないフリートークのみのレッスンにも柔軟に対応してもらえるの
が嬉しい。レッスン毎の講師変更ができるところもありがたい。 H.Hさん

▲パーテーションで区
切られた清潔感ある教
室。周囲を気にせずレ
ッスンに集中できる環
境で短期間の初心者
脱出も可能！

マンツーマン英会話

アイメイク　英会話　で検索 阪神鳴尾駅から徒歩5分各三宮駅から徒歩10分
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70120-517-533
http://www.i-make.co.jp 西宮市鳴尾町1‐3‐11

徒歩1分にコインP有（8台）

神戸市中央区北野町
4-8-3-103

英会話スクールでこんな経験あるのでは？
● グループレッスンでは1人当たりの話す時間が短く上達を感じられなかった。
● オンラインレッスンは便利だが、生のライブ感がなく飽きてしまった。
● 効果の高いマンツーマンは高額で、継続受講がコスト面で難しい。

I-MAKEは上記の不満を全て解消する「いいトコドリ」のスクール！

ネイティブ講師もたくさん在籍していますよ。

【阪神鳴尾校】【神戸三宮校】

阪神鳴尾校
受/9時～22時　年中無休 

「シティライフを見た」で
● 体験レッスン（30分）
・・・・・・・・・・・・・・・無料

● さらに体験レッスン受講の先着10名の方に、
  クオカード1,000円分プレゼント！
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加納町3

JR三ノ宮

山本通3

（7月末まで・新規の方のみ・要予約）

※マンツーマンレッスンがわずか2,580円～/60分

入会金（初回のみ）
月会費
レッスン料
　　　計

9,990円
3,240円
3,240円

16,470円

初回お支払い例


