５０１会員法人職員の皆様へ

２０１９年度 夏期講座 ５０１会員特典のご案内
株式会社ＮＳＧアカデミーでは、来る夏休みに新潟県・福島県・山形県におきまして『夏期講座』（名称は学習塾
ブランドにより異なります）を実施いたします。つきましては、５０１会員職員の皆様のご家族・ご親戚、またはお知り合
いの方々に小・中・高校生のお子様がいらっしゃいましたら、是非ともお勧めくださいますようお願い申し上げます。
なお、お知り合いの方にご紹介くださる際には、５０１会員職員様のお名刺をお渡しください。ご紹介くださいました職
員の方には、通学校より薄謝を進呈いたします。
新 潟 の
夏期講座
はこちら

福 島 の
夏期講座
はこちら

※校舎により設置学年・教科が異なります。

■ 紹介された方・会員特典
※

夏期・新学期の受講
夏期講座
新学期

５０１会員職員様より紹介された方、および、
５０１会員職員様のご子息、ご親戚の方が入塾された場合の特典

職員のご子息・ご親戚（三親等以内）

職員より紹介された方

受講料

半額免除

５，０００円減額※新潟県のみ

入学金

全額免除

全額免除

授業料

半額免除

免除なし

※ＮＳＧキッズくらぶ、ＮＳＧレプトン、特別価格の商品は減額対象外です。

■ ご紹介者への謝礼

入塾者をご紹介してくださった５０１会員職員様への謝礼

入学の形態を問わず、一律２,０００円の謝礼をお渡しいたします。
※謝礼は１１月頃にお渡しいたしますのでご了承ください。
※申込者が５０１会員職員のご子息・ご親戚（三親等以内）の場合、謝礼はご容赦ください。
※上記の金額は全て税抜です。

【現役高校生対象】

■ 紹介された方・会員特典
夏期・新学期の受講
夏期講座
新学期

新潟万代校

５０１会員職員様より紹介された方、および、
５０１会員職員様のご子息、ご親戚の方が入塾された場合の特典

職員のご子息・ご親戚（三親等以内）

職員より紹介された方

受講料

半額免除

２，０００円減額

入学金

全額免除

全額免除

授業料

半額免除

免除なし

■ ご紹介者への謝礼

入塾者をご紹介してくださった５０１会員職員様への謝礼

入学の形態を問わず、一律２,０００円の謝礼をお渡しいたします。
※謝礼は１１月頃にお渡しいたしますのでご了承ください。
※申込者が５０１会員職員のご子息・ご親戚（三親等以内）の場合は謝礼はご容赦ください。
ご希望の校舎の一覧、お問合せ先は別紙「校舎一覧」をご覧ください。

※上記の金額は全て税抜です。

■ 紹介された方・会員特典
夏期・新学期の受講

５０１会員職員様より紹介された方、および、
５０１会員職員様のご子息、ご親戚の方が入塾された場合の特典

職員のご子息・ご親戚（三親等以内）

職員より紹介された方

ＮＳＧ ＰＬＡＴＳが初めての方は
１教科（４日間）の授業料が無料

夏の無料
体験授業

受講料

－ ２教科以上お申し込みの場合 －

－ 受講料が発生する場合 －

さらに「２，０００円×教科数」を減額

さらに総額より２，０００円減額

※同教科２セットの場合は２教科とする。

入学金
通常授業

授業料

全額免除
「２，０００円×教科数」を減額

全額免除
継続直後の１ヶ月（１教科）分

※同教科２回/週の場合は２教科とする。

を免除（２ヶ月目以降の減額はありません。）

※家庭教師につきましても減額制度がございます。詳細は下記までお問合せください。

■ ご紹介者への謝礼

入塾者をご紹介してくださった５０１会員職員様への謝礼

ご紹介いただいた方が
・ 講習のみ受講の場合・・・お一人につき２，０００円
・ 通常期入学の場合・・・お一人につき８，０００円
・ 講習受講+通常入学の場合・・・お一人につき１０，０００円の謝礼をお渡しいたします。
※謝礼は１１月頃にお渡しいたしますのでご了承ください。
※申込者が５０１会員職員のご子息・ご親戚（三親等以内）の場合は謝礼はご容赦ください。
※上記の金額は全て税抜です。

■ 紹介された方・会員特典
夏期

５０１会員職員様より紹介された方、および、
５０１会員職員様のご子息、ご親戚の方が入塾された場合の特典

職員のご子息 ・ ご親戚（三親等以内） ・ 職員より紹介された方

【 高３生 】

最大２講座受講料無料 ※教材費・諸経費等一切必要ございません。
― １講座…【９０分授業×３～５回＋講座修了判定テスト】 通常 17,500 円のところ ―
●申込期間…～ ７月２０日（土） ●受講期間…～ ７月３１日（水）
今すぐ申込が可能です。各校座席に限りがございます。お早めにお問合せください。

夏期講座

最大４講座受講料無料 ※教材費・諸経費等一切必要ございません。
― １講座…【９０分授業×３～５回＋講座修了判定テスト】 通常 17,500 円のところ ―
【 高２生 】
【 高１生 】
【 中３生 】

●申込期間…～ ７月３１日（水） ●受講期間…～ ８月３１日（土）

お申込み日によって無料で受講できる講座数が異なります。
■７月１２日（金）までのお申込み・・・最大４講座無料
■７月１９日（金）までのお申込み・・・最大３講座無料
■７月３１日（水）までのお申込み・・・最大２講座無料
今すぐ申込が可能です。各校座席に限りがございます。お早めにお問合せください。

新学期

職員のご子息 ・ ご親戚（三親等以内）
入学金

全額免除 ※入金確認後の返金

授業料

１教科(２０回分の授業７０，０００円)の授業料免除

通常授業

■ ご紹介者への謝礼

職員より紹介された方
通常 30,000 円→5,000 円
※受付日によっては入金確認後の返金

※入金後の返金の場合あり

免除なし

入塾者をご紹介してくださった５０１会員職員様への謝礼

入学の形態を問わず、一律２,０００円の謝礼をお渡しいたします。
※謝礼は１１月頃にお渡しいたしますのでご了承ください。
※申込者が 501 会員職員のご子息・ご親戚（三親等以内）の場合は、謝礼はご容赦ください。
ご希望の校舎の一覧、お問合せ先は別紙「校舎一覧」をご覧ください。

※上記の金額は全て税抜です。

２０１９年度 NSG アカデミー校舎一覧
まずはご希望の校舎か、お問合せ先にお電話下さい。ホームページの資料請求からもご質問いただけます。（５０１会
員企業において、常勤雇用もしくは週あたり２０時間以上勤務の雇用契約のある方を対象といたします）

新 潟 の
夏期講座
はこちら

福 島 の
夏期講座
はこちら

※

《お問合せ先（代表）》

＼まずはお電話ください／

ＮＳＧ教育研究会 新潟県
ＮＳＧ教育研究会 福島県
【現役高校生対象】

《お問合せ先》

☎
☎

０２５－２４３－１１６６
０２４－９２１－９９５５

み く に

（担当：三國）
いしどう

（担当：石堂）

新潟万代校

＼まずはお電話ください／

ＮＳＧ教育研究会 高校部クレイス

☎

０２５－２５５－０２２２

やまぎわ

（担当：山際）

ＮＳＧ教育研究会 校舎一覧
◎小学生・中学生
☆新潟市内
●駅前本部校中学部

●駅前本部校小学部

●新潟南本校

●古町本校

●石山校

●小針校

●寺尾校

●空港通り校

●亀田校

●白根校

●豊栄校

●新津校

●巻校

●黒埼校

※古町本校は東進衛星予備校が併設。

●中条校

●あがの校

●五泉校

●燕 校

●長岡本校

●長岡西校

●三条本校

●加茂校

●小千谷校

●見附駅前校

●栃尾校

●六日町校

●小出校

●柏崎本校

●上越市役所前校

●新井校

●安積本校

●コスモス通り本校

☆下越地区
●新発田本校
●分水中央校

☆中越地区

☆上越地区
●上越本校

☆郡山市内
●郡山本部校

※郡山中央本校は東進衛星予備校が併設。

◎高校生
☆新潟市内
●新潟万代校

●郡山中央本校

●吉田校

《お問合せ先》

お近くの校舎までお気軽にお問合せください。

ＮＳＧ ＰＬＡＴＳ 校舎一覧
●けやき通り教室

新潟市中央区笹口 1-20-8 小林ビル

℡ 025-241-6715

●新潟駅前教室

新潟市中央区東大通 1-7-10 ５Ｆ

℡ 025-244-7771

●白山教室

新潟市中央区白山浦 1-236-9 ２Ｆ

℡ 025-201-1141

●女池教室

新潟市中央区女池 6-1-5

℡ 025-280-0066

●小針教室

新潟市西区小針 5-16-5 1F

℡ 025-234-6293

●寺尾教室

新潟市西区寺尾上 1-6-39

℡ 025-211-7855

●新大駅前教室

新潟市西区坂井 867 1F

℡ 025-211-0808

●内野教室

新潟市西区内野西 1-2-11

℡ 025-378-1789

●東新潟教室

新潟市東区中木戸 46-1 2F

℡ 025-256-6888

●中野山教室

新潟市東区東中島 2-7-4-10 2F

℡ 025‐282-5768

●亀田駅前教室

新潟市江南区東船場 3-2-3

℡ 025-383-0001

●長岡駅前教室

長岡市表町 1-10-7 ２Ｆ

℡ 0258-86-8238

●長岡西教室

長岡市大島新町 4-121-3 2F

●柏崎教室

柏崎市日吉町 3 番 13 号

℡ 0258-22-4777
℡ 0257-41-5557

●高田教室

上越市本町 5-3-26

℡ 025-546-7119

●上越市役所前教室

上越市春日野 1-2-4

℡ 025-520-8700

●家庭教師派遣

お近くの上記個別指導教室までお問合せください。

ＮＳＧアカデミー 東進衛星予備校 校舎一覧
☆下越エリア（新潟県）

☆中越・上越エリア（新潟県）

☆郡山市（福島県）

●新発田校（担当：桑原）
℡ 0254-22-4447
●新潟駅前校（担当：小林）
℡ 025-241-4832
●新潟駅前校[高卒館]（担当：小熊）
℡ 025-240-7455
●新潟関屋校（担当：佐野）
℡ 025-230-5646
●新潟古町校 （担当：早津）
℡ 025-224-8651
●亀田駅前校（担当：影山）
℡ 025-383-1551
●新津駅前校（担当：駒形）
℡ 0250-21-7111
●新潟寺尾西校（担当：楡井）
℡ 025-201-9318

●三条四日町校（担当：内山）
℡ 0256-35-0661
●長岡表町校（担当：小野）
℡ 0258-35-0120
●長岡西校（担当：吉村）
℡ 0258-22-4442
●柏崎駅前校（担当：高橋）
℡ 0257-28-6300
●上越高田駅校（担当：小林）
℡ 025-522-1660
●上越市役所前校（担当：鈴木）
℡ 025-521-0130

●郡山安高通り校（担当：石田）
℡ 024-955-6122
●郡山開成校（担当：紺野）
℡ 024-991-6603
●郡山並木校（担当：亀山）
℡ 024-927-0123
☆鶴岡市・米沢市（山形県）
●鶴岡駅南校（担当：清水）
℡ 0235-24-5544
●米沢門東町校（担当：柳）
℡ 0238-26-1230

※新潟古町校・郡山並木校は小学部・中学部併設です。

