レッスン料金体系 （通常コース：教室スタジオでのレッスン）

※2022年 ４月1日改訂.
（2022年 ５月分から 実施）

＜ 個人レッスン ＞
一般コース／18歳以上 （振替可）

(月謝制／以下全て税込価格）

■月３回. ４５分標準コース……¥10,000
６０分特別コース……¥11,500
■月２回. ６０分標準コース……¥10,000
４５分短縮コース……¥ 9,000
(月３回６０分特別コースについては、レッスン内容に応じて適宜、
アレンジ／編曲他.スタジオ視聴覚機材等、フル稼働したレッスンとなります～）

学生コース／小学２年生〜大学&専門学校生まで （但し23歳以下／振替可）
■月３回. ４５分標準コース…… ¥ 9,000
６０分特別コース…… ¥11,000
※３０分短縮コース…… ¥ 8,000 （原則として小学４年生迄の特別対象コース／要ご相談）
■月２回. ６０分標準コース……¥ 9,500
４５分短縮コース……¥ 8,500
※ プラスワン個人レッスン（振替対象外）

６０分……¥ 3,500 / ４５分……¥ 3,000

（上記コースを受講されてる生徒さんで、さらに追加レッスンをご希望される場合）

フリータイムレッスンコース （振替対象外）
■月１回. ６０分フリータイムコース……¥ 6,000
ご都合の良い日時に自由にレッスンを受けられるコースです。
（但し教室スケジュールの空き時間帯において、生徒さんとご相談のうえ随時レッスン日時を調整＆決定します）

※ プラスワンレッスン
６０分……¥ 5,000
………………………………………………………………………………………………………

＜ペアレッスン＞

２人向け（振替可）………親子, お友達同士で～etc. （幼少期のお子様向きのコースです）
■月３回ペア／６０分標準コース…… ¥ 15,000
７５分特別コース…… ¥ 17,000
月２回ペア／６０分標準コース…… ¥ 13,000
※ プラスワンペアレッスン（振替対象外）

・６０分：¥ 4,500

・７５分：¥ 5,500

（上記コースを受講されてる生徒さんで、さらに追加レッスンをご希望される場合）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

＜ ワンレッスン ／非会員対象＞ ※ ワンレッスンについては入会金は必要ありません。

■75分からご相談……１回 ¥ 7,500から （詳細に就いては、ご希望などご相談に応じます ）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

＜体験レッスン、および入会金＆テキスト代、について＞
■体験レッスン（ご相談含め40分）…￥ 2,800（御一人あたり）
（※ 但し体験レッスン受講後14日以内に入会された場合、上記料金は返却致します）

■入会金 …………………………￥ 2,800（御一人あたり）
■テキスト代（テキスト専用ファイル付属。CDほか追加プリント代込み）………￥ 5,000 （初級）
(※中級、上級～専門からは、各々、テキスト＆補助教材プリント代etc.として、￥５,000 ）
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※駐車場利用手数料 ……………￥300 （月極）

＜ギタースタジオ hacchi／オンラインレッスン料金体系 ＞

2022 年 ４月 1 日改訂.
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

スタジオ教室内通常（対面）レッスンコースとの併用について
※ 教室規定の振替扱いの対象となります。（教室お約束事規定に準じます）
※ レッスン代（月謝）については、現行通常コース料金と変更はありません。
但しオンラインレッスンの場合、準備などに要する時間 etc.を鑑み
通常の対面レッスン時間より、コースそれぞれ、10 分間程短縮 されますことをご理解ください。
--------------------------------------------------------------------------------

オンライン通常レッスンコース （併用コース ）＆ シンプルコース（オンラインのみ） 共通
＜個人レッスン＞
一般大人向け（（18 歳以上）
（以下税込価格）
■月３回 ５０分オンラインコース： ¥11,500
■月３回 ３５分オンラインコース： ¥10,000

■月２回 ５０分オンラインコース： ¥ 10,000
３５分オンラインコース： ¥ 9,000
※プラスワン（個人レッスン） ・５０分： ¥ 3,500

学生コース 〔（23 歳未満）
■月３回 ５０分学生オンラインコース： ¥ 11,000
■月３回 ３５分学生オンラインコース： ¥ 9,000
（※月３回 ２０分学生オンラインコース： ¥ 8,000 ）

■月２回 ５０分学生オンラインコース： ¥ 9,500
３５分学生オンラインコース： ¥ 8,500
・３５分： ¥ 3,000

フリータイム・オンラインレッスンコース
■月１回 ５０分フリータイムコース：¥ 6,000
※プラスワン ・５０分： ¥ 5,000
------------------------------------------------------------------------------

＜ペアレッスン＞
■月３回 ５０分オンラインコース： ¥ 15,000
■月２回 ５０分オンラインコース： ¥ 13,000
※プラスワン（ペアレッスン） ・５０分：¥ 4,500

・６５分オンラインコース： ¥ 17,000
・６５分：¥ 5,500

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ワンレッスン（非会員対象）※ ワンレッスンについては入会金は必要ありません。

■オンライン 75 分からご相談……１回 ¥ 7,500 から（詳細に就いては、ご希望などご相談に応じます ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------無料モニター体験（15 分位： 通信状況の確認ほか器材等のチェック＆調整 ）
■無料モニター体験受講資格：
・既に教室に入会されている生徒さん。
・新規に教室スタジオにて体験レッスンを受講された方。

■モニター体験料： 無料
※但し新規の方で 、体験レッスンを受講後、無料モニター体験も希望される場合
体験レッスン受講後 10 日以内に実施する事とします。（以降は初回オンラインレッスンの際に組込まれます）

＜ギタースタジオ hacchi ／特待生 設置基準について＞

2022 年 ４月改訂

（2022 年 ５月分から 実施）

■対象：

A. 過去 1 年間に於いて、日本国内及び世界各地における 主要ギターコンクールにて、
ファイナリスト（最終選考の本選）に選出された生徒さん※。（ジュニアコンクール等含む）

B. 過去 3 年間以上、途中休退会無く （特別のご事情にての短期休会等を除く）、
教室レッスンを受講継続されている生徒さん。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◎上記該当の生徒さんについては、以下月謝の割引を実施します。
※

A. に該当の生徒さんについては、 以降 1 年間 、月謝を ¥ 1,500 割引 扱いとします。

※

B. に該当の生徒さんについては、 以降 1 年間 、月謝を ¥ 500 割引 扱いとします。

注意事項： なお A.と B.と両方に該当する場合、
月謝の割引は A を優先し重複の割引は行いませんので宜しくお願いします。

※備考：＜B.についての月謝割引換算例＞
■一般月３回. ４５分標準コース……¥10,000 ⟶ ¥ 9,500
６０分特別コース……¥11,500 ⟶ ¥11,000
月２回. ６０分標準コース……¥10,000 ⟶ ¥ 9,500
■学生月３回. ４５分標準コース……¥ 9,000 ⟶ ¥ 8,500
■ペア月３回

６０分標準コース…… ¥15,000⟶¥14,500
７５分特別コース…… ¥17,000⟶¥16,500

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◎留意事項：
※

A. については、レッスンを以降 ６ヶ月以上 継続される事が条件 となります。

（途中休退会の場合、該当期間の割引料の返金 をお願いすることになりますのでご容赦下さい）

※ A.

B. とも、上記対象基準が １年後も満たされている場合、更新が可能となります。

※ なお上記特待生に該当する生徒さんに就いては、
教室へ自己申請をされた翌月から、上記月謝の割引を適用します。

