
一の割校
http://www.mains-ichinowari.com
048（734）8241

マインズ一の割校 検索

ベテランと若手の講師陣が誠意と熱意で指導いたします。 お待ちしています！

入塾生随時受付中！

地元に根付いて45年、信頼と実績が違います！
選ばれるには理由がある！

わ                     け

対象学年
小4～中3生

夏期講習生
大募集です！

夏期講習生
大募集です！

マインズ
創立45周年

一の割校

どこよりも、だれよりも、あなたを一番大切にする学習塾

夏から入塾される方は！
入塾金
10,800円（税込）が なんと

！

7月または8月の
    授業料が
夏期講習（A期）
    授業料が
夏期講習（A期）
 テキスト代が

0円
（税込）

0円
（税込）

0円
（税込）

0円
（税込）なんと！

なんと！

なんと！

特典

1
特典

2
特典

3
特典

4

始める
なら今！

※小学生はB期（6日間）のみとなります 
※別途テキスト代が必要となります

夏期講習日程

復習中心のカリキュラムなので
今からでも安心！！

（算・国）
100分×6日 9,000円（税込）4・5

小

9,000円（税込）（算・国）
100分×6日6

小

（税込）13,500円（英・数・国・理・社）
150分×7日1・2

中

25,950円（税込）(英・数・国・理・社）
250分×7日3

中

A期
7/23 月 ～7/31火

B期
8/2 木 ～8/10金

全学年
対象！夏もやっぱりマインズ！

“夏得”キャンペーン実施中！
夏もやっぱりマインズ！夏もやっぱりマインズ！夏もやっぱりマインズ！

“夏得”キャンペーン実施中！

※別途テキスト代が必要となります。
※マインズが初めての方に限ります。
※2、3、4は個別コース対象外です。
※小学生はB期（6日間）のみとなります。

夏期講習のみ
参加される方は！
夏期講習（A期）
7日間の授業料が

0円
（税込）

なんと！



安心のマインズネットワーク

詳しくは、お電話でお問い合せください。
●草 加 校

●松 原 校

●南越谷校

●越 谷 校

●八 潮 校

●一の割校

当塾は電話での勧誘や学校周辺での営業活動等は一切行っておりません。ご安心の上、お問い合わせください。

わ            け
で選ばれる学習塾！
マインズには理由がある！

大好評！ 通塾安心

スタディ
ポイントシステム
スタディ

ポイントシステム

※個別コースもございます。 内容・料金など、お気軽にお問い合わせください。

特待生割引 （A） 半額！
特待生割引 （B） 全額！

※特特生割引はA・B共に5科履修者が対象となります。

半額！
中 1 13,180円（税込）
中 2 13,180円（税込）
中 3 21,420円（税込）

小 6 5,050円（税込）
小4・5

数英 国3科

数英 国3科

数英 国3科

5,050円（税込）

免
除

割
引

割
引

マインズのすごくお得な各種『割引制度』！！

兄弟割引

国算 英単科 いずれか

国算単科 いずれか

学校の通知表で「英・数・国・理・社」
の 5教科がオール 5の方は、
次学期の授業料が

ご兄弟・姉妹が集団授業に
同時に在籍されると
低額の方の授業料・講習費が

学校の通知表で「英・数・国」の
3教科がオール5の方は、
次学期の授業料が

最大

低費用 低負担 高実績

実力判定
テスト！！
実力判定
テスト！！

小4 小5 小6
講習をご希望の方は是非お受けください。 ●対象学年／小 4・小 5・小 6 ●試験科目／算数・国語 ●参加ご希望は一の割校（電話 048-734-8241）までお気軽にでお申し込みください。

お友達とチャレンジしてみよう！！お友達とチャレンジしてみよう！！

無料 7/14土

▶参加者全員にプレゼントを
　差し上げます。

午前 11:00開始 ▶ 学校の勉強だけでは物足りない小学生
▶ 自分の本当の実力を確認したい小学生
▶ 中学校で上位の成績を目指したい小学生

「実力判定テスト」は、

こんな人たちのための

無料公開テストです！

2018年 高校合格実績
不動岡、越ヶ谷、春日部東2、杉戸、越谷西、越谷総合
岩城2、久喜、草加東、鷺宮、庄和、春日部工業
大宮商業、杉戸農業

公立校

春日部共栄、足立、大宮開成、花咲徳栄、西武台千葉、叡明
浦和学院、浦和実業、浦和麗明、潤徳、岩倉、秀明英光私立校

春日部、春日部東、杉戸
春日部工業、岩槻、越谷西
大宮商業、宮代

公立校

春日部共栄、日大豊山女子
足立、浦和実業、叡明
昌平、花咲徳栄

私立校

2017年 高校合格実績

合格おめでとう！！ みんな頑張りました！！合格おめでとう！！ みんな頑張りました！！

大沼中 1生・・・・・・ 学年  10位
武里中 1生・・・・・・ 学年  10位
緑　中 1生・・・・・・ 学年   3  位
緑　中 1生・・・・・・ 学年   3  位

第一志望校合格を確実にするマルチ指導体制！！

中間・期末対策特訓

マインズでは試験範囲が出た日から授
業を通して対策を行い、通常授業以外に
も各中学校別に対策授業を無料で行い
万全の対策を講じます。

中間テスト結果 （一例） 徹底した少人数制の指導

最大10名迄の少人数クラス指導ですか
ら、質問やフォローなどすぐに対応でき
ます。わかるまで！できるまで！責任を
持って面倒をみます。

英検・漢検・数検の
各種検定対策

各種検定の会場・準会場に認定されてい
るマインズでは、最近の高校入試で優遇
される各種検定の資格を高い合格実績
で積極的に応援しています。

北辰対策

志望校選びの大切な目安となる北辰テス
ト。マインズでは学校の学習だけでは足り
ない実践的学習を行い、偏差値UPを実現
し入試に必要な真の実力を向上させます。

通って安心！
貯まって
うれしい！

通って安心！
貯まって
うれしい！

出席状況、テスト結果、進
級、進学、お友達紹介など
に応じてどんどんポイン
トがたまります。

努力が
ポイントに反映！

「塾に来た時間」「塾を出
た時間」を自動的に保護
者の方の携帯電話にメー
ルでお知らせします。

安心して
通塾できる！

コレが！マインズの安心費用設定です！

厳しい経済状況が続き

ます。マインズは家計思

いのトップレベル低費

用設定で一人でも多く

の皆さんに通ってもら

えるように努めており

ます。是非他とお比べく

ださい。

春日部市の中学生は毎

日超忙しい！だからこ

そマインズでは負担の

少ない通塾日数で、無理

なく、無駄なく効率的に

指導していきます。マイ

ンズなら余裕を持って

通塾できます。

中3生もOKです！

お問合せ受付時間15:00～19:00
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