
注：撮影のためマスクを外しております。

※はぁもにぃ倉敷は、株式会社ベネッセビースタジオと提携して、ベネッセの英語教室 BE studioを運営しております。

対象：年少～小6 定員数/各クラス4名様
※保護者の付添はお子さま1名につき1名
※2022年度4月時点の新学年での受講です

春の無料体験レッスン
参加お申し込み
受付中！！

ベネッセの英語教室BE studioでは「GTEC Junior」という年1回のテストを用いて、
グローバル社会で活躍するために必要な「実際に使える英語コミュニケーション力」を
発達段階にあった状況設定の中で継続的に測定。学習の成果を高めていきます。
※Elementary Progressiveコースからの受検となります。
※「GTEC Junior」は株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。

共働き世帯を
応援！

学童コーススタート！！

詳しくはフリーダイヤルまたはホームページでご確認ください。

近年共働き世帯が増える中、「送迎やお預かりをしてほしい」
という声を多数いただき、この度「学童コース」を新設いた
しました。倉敷の幅広い世帯のお子様に「習い事」を通じて
「目標や夢を発見してほしい」と考えています。

「習い事」+「送迎」+「お預かり」を実現！ 《学童コースは習い事受講日に利用できます》

タクシーで
小学校まで
お迎え

ベース
キャンプ到着
飲料＆
宿題

各小学校からハーモニーベースキャンプまでは
平和タクシーでお迎えに参ります。
プロによる送迎になるので安心です。
※他社タクシーになる場合があります。

習い事
（英会話・
体操など）

宿　題 保護者
お迎え

対象小学校

小学1～3年生対　象

各曜日10名定　員 水・金曜日（習い事受講日に利用できます）開　講

15：00～18：30時　間
https://www.harmony-k.jp/gakudou/

15：00
または16：15

15：15
または16：30

17：00 18：00 18：30→ → → →

使える英語力を楽しく
試せる4技能検定！！

「GTEC Junior」で
英語力を定期診断！！

「令和2年度第3次補正　事業再構築補助金により作成」

学童コース
1日の流れ
について

学童コース
お迎え
について

学童コースサービス概要

Advanced Basic
（小5・小6） よりリアルなコミュニケーションに積極的にchallenge!!

もっと書ける!!自立したEnglish learnerへの第一歩。
アドヴァンスト

❶KB（新年少・新年中）
❷KS（新年長）
❸EB（新小1・新小2）

9：00～10：00
10：30～11：30
13：00～14：00

2/ （日） （日）20
❶EB（新小1・新小2）
❷I B（新小3・新小4）
❸KB（新年少・新年中）
❹KS（新年長）

9：00～10：00
10：30～11：30
13：00～14：00
14：30～15：30

3/ （土）5
❶KB（新年少・新年中）
❷KS（新年長）
❸EB（新小1・新小2）
❹AB（新小5・新小6）

9：00～10：00
10：30～11：30
13：00～14：00
14：30～15：30

3/20

●窓や扉を開けて換気
●手指消毒・館内掃除用の
　アルコール設置、備蓄
●受講前の検温・講座中の
　マスク着用のお願いなど
　感染対策を実施しております
★新型コロナウイルス接触確認アプリ
　（COCOA）を推奨しています
★当施設は「もしサポ岡山」に登録しております

はぁもにぃ倉敷の感染症対策

英語はFunだけじゃない！Interestingだ！

Kids Basic
（年少・年中）

歌って踊ってたくさん笑顔。夢中体験の中で英語が身につく！！

Star/
Rainbow
（年長）キッズ

50分
週1回 月謝 6,600円 設備費

230円（税込）
（税込）

小・中学生向けのスコア型検定

Elementary Basic
（小1・小2）

思いが言葉に乗って、言いたいこと・聞きたいことが言えるようになる！！
エレメンタリー

60分
週1回 月謝 6,600円 設備費

230円（税込）
（税込）

Intermediate Basic
（小3・小4）

「目に見える英語の力」を積み上げ、
自分の考えを発表したり、英語を通じて世界のことを知る！！

インターミディエイト

60分
週1回 月謝 6,600円 設備費

230円（税込）
（税込）

60分
週1回 月謝 6,600円 設備費

230円（税込）
（税込）

BE studioのレッスン＆クラスレッスン＆クラス 1年クラスグループレッスン
※金額はすべて税込です。

©Benesse Corporation 1988-2022/しまじろう
「しまじろう」はKids/Babyコースに登場します。

体験レッスンに
参加された方にプレゼント！！

体験特典!

※4月・5月受講開始生限定です

さらに！！

ご兄弟でご入会いただいた場合、お二人目は入会金が無料になります。

入会金
5,500円
（税込）が…0円!

※プレゼントの内容は各コースによって異なります。

「体験レッスンDVD」
「ブックレット」&「クリアファイル」

▼ その後ご入会の方には、入会特典をご用意！！ ▼

体験レッスン後
3日以内の
ご入会で

※キャンペーン主催：(株)ベネッセビースタジオ
※AmazonはAmazon.com, Inc.
　またはその関連会社の商標です。

全国のBE studio
入会者から
抽選で100名様に

Amazonギフト券

入会特典2入会特典1

体験レッスン後
3日以内のご入会or 
お友達と同時入会で・・・

3万
円分

オリジナルレッスンバッグ

通うのが楽しくなる！

・・・

倉敷東小・万寿東小・老松小

※体験日の3日前までにご予約ください

ご予約はこちらから

終了



1歳～3歳児

※はぁもにぃ倉敷は、株式会社ベネッセビースタジオと提携して、
　ベネッセの英語教室 BE studioを運営しております。

◎ 詳しくはお問い合わせください。
目指すゴール

100台完備

対象
①英語を聞いて指示通りに動ける
②単語など簡単な英語をマネして言える

レッスンはオールイングリッシュ
1クラスあたり4組まで

参加児童1名につき保護者は1名のみ

受講費

教材費

時間 1回40分、月3回

8,250円（税込）

月額 6,050円（税込）
設備費230円（税込）

※変更になる場合がございます

ご自宅での英語遊びのヒントを
お伝えします！

3/ （土）5▶ 土曜日：

はあもにい　英語
中国
銀行

倉敷
中央病院

倉敷
市民会館

倉敷
警察署

ニシナ

セブン
イレブン

22

429

美観
地区

羽島

倉敷
駅

はぁもにぃ
倉敷

〒710-0043 倉敷市羽島666-1

SNSも
随時更新中！

SUMMER SCHOOL クリスマス会「GTEC Junior」受
検会 ハロウィン

（受付 11：00～19：00）

BABYコース 体験教室

10:30～11:10

大好きなママとパパがおうちで先生に♪

コース！コース！

▶ 水～土曜日：随時実施中!!

楽しい
イベントが
盛りだくさん！！

注：撮影のためマスクを外しております。

しまじろうと一緒に
、

楽しくレッスン！！
しまじろうと一緒に

、

楽しくレッスン！！

ママやパパと1歳から通える

https://www.
harmony-k.jp/english/

©Benesse Corporation 1988-2022/しまじろう
「しまじろう」はKids/Babyコースに登場します。


