
会員の皆さま・元会員の皆さまへ 
 

夏期「ペア割」キャンペーン」 

 

毎月、たくさんのご紹介ありがとうございます！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験レッスンに来られるほとんどの方から、こんなお話しをお聞きしております。 

本当にありがとうございます！ 

つきましては、日頃の感謝の気持ちを込めて、 

この夏もご紹介★「ペア割」キャンペーン」開催いたします。 

 

「成績が上がらない…」「勉強がつまらない…」 

「夏から本気を出して頑張りたいけど、どうすればいいかわからない…」 

「今の塾では夏期講習の開催自体がない…」 

「今の塾では『今日何やる？』と聞かれてそれをやるだけで、成績が上がる気がしない…」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塾は初めてで不安…という方、まずは見学だけでも大丈夫！ 

 

まずは HPで実際の雰囲気やいろんな情報をみて下さい！ 
⇒キャンパス  つかま 

⇒キャンパス あづみので検索          もしくはこちらから読み取り！ ⇒ 

 

 

ＨＰでは講師紹介や生徒さんの声や成績 UP事例などをたくさんの情報を載せています！！ 

 

※必要事項を記入して、お電話頂くか、ＦＡＸするか、スマホで撮影してメール送信するか、キャンパス公式 HP のお問合せ 

フォームからご予約（WEB 予約）して下さい。 ※WEB 予約の場合、特典でさらに夏期講習１コマ無料となります！ 

 

個別指導 50分無料体験レッスン＆夏期講習会 ―仮予約用紙― 
★会員生徒名（              ）  ☆ご紹介・ご兄弟さまのご予約締切日 7/15 日（金） 

 
1 回 90 分 小学生・中 1 生・中 2 生：2,620 円  中 3 生：3,140 円  ※教材費（ 1 科 660 円～ ）が別途必要となります。 

             繰り返し学習と 5 科サポートで 3ヶ月で成績アップ！」 

             成績アップ実践塾 個別指導のキャンパス 

                    電話 （0263）31－0910（平日 13:30～21:30 受付） 

                 F A X （0263）82－9024（24 時間受付） 

                       MAIL  oshirase@can-pass.ltd  ⇒こちらから読み取れます 
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②夏はキャンパスに集合！ ～あなたのための夏計画～「個別☆90分夏期講習会」
※受講したい日時に〇を記入して下さい。1日復数回の受講も可能です。グレーのコマは休講となります。

松
川

16 :45～17 :45

三
郷 16 :45～17 :45

穂
高 16 :45～17 :45

受講をしたいお友達やご兄弟のお名前などを記入して下さい。 

生徒名 男・女   お電話 （      ） 

通学校    小・中    年   希望教科 英・数（算）・国・理・社 

□まずは見学だけしたい   □無料体験レッスンを受けたい   □夏期講習だけを受講したい   □両方受講したい 

①すごくわかりやすい！と評判です。目からウロコの「個別☆50 分無料体験レッスン」 
※夏期講習前は通常授業日時で行います。18:00～ or 19:40～の時間を記入して下さい。 

第１希望    月     日（  ）    ：    ～ 50分 □筑摩  □豊科   □穂高    □三郷   □松川   

第 2希望    月     日（  ）    ：    ～ 50分 □筑摩  □豊科   □穂高    □三郷   □松川 

チラシも見たけど、○○

さんからいい塾だよ！と

聞いているので 

 

「ＨＰも見たけど、 

すごく成績が上がった！

と□□くんから 

聞いたので」 

 成績も上がってきたし、自ら勉強す

るようになったのもキャンパスに行

き始めてからと聞きました！ 

 

インスタ始めました！ 

 
FOLLOW ME!! 

 

♪ペア割★特典♪ 会員様・お友達それぞれに特典を「ペア」でプレゼント！ 
 

その１  ☆ご紹介により、夏期講習会ご参加の場合、夏期講習 1回無料！ 

その２  ☆8月 5日（金）までにご入会された場合、クオカードをプレゼント！ 

 
★その１は、今回初めて受講する方に限ります。 
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