
　

通信教育ルナ生には              　　

 ①自宅で受験指導が受けられます。
 ②24時間メール又はLINEで質問ができます。
 ③「願書」「作文」添削が無料！
 ④「面接練習」も全て無料!!

名学校別・学年別の受験情報とテキストを毎月、前月20日頃にお届けいたします。(代金は振込又は代引)

テキストが届いたら、保護者用テキストで保護者の方ご自身が体験してみて下さい。

その内容に、きっと驚かれることでしょう。質問は、専用ﾒﾙｱﾄﾞにお送り下さい。カーサよりアドバイス致します。

≪入会金≫

33,000円

35.東京都のルナ対象校(1)

プライバシーを確保して合格したい!!

幼稚園受験 中学校受験 転入
対策も!!小学校受験 高校受験

名門幼・小・中・高校合格をめざす方は「ルナ」にお任せ下さい!!

他県や海外の対象校はＨＰ「お問い合わせ」又はTELにてお問合せ下さいませ

2021年8月23日

お茶の水女子大学附属幼 安藤記念教会附属幼 暁星幼 名門国立大附属中

東京学芸大学附属幼竹早 育英幼 共立大日坂幼 名門私立中

東京学芸大学附属幼小金井 石川幼 国立音楽大学附属幼 名門公立中高一貫校

愛育幼 上野毛幼 国立学園附属かたばみ幼 名門国立大附属高

ｱｵﾊﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ幼 牛込成城幼 国本幼 名門公立高

青山学院幼 枝光会駒場幼 啓明学園幼 名門私立高校

麻布みこころ幼 枝光会附属幼 光塩女子学院幼 …など、お尋ね下さい。

麻布山幼 枝光学園幼 光塩女子学院日野幼

足立サレジオ幼 学習院幼 晃華学園暁星幼

アメリカンスクール・イン・ジャパン（幼） 川村幼 晃華学園マリアの園幼

(株)カーサ・フェミニナ教育研究所
札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸・岡山・広島・香川・福岡

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｽｲｰﾄ福岡1602

TEL：0120-53-2327
FAX：0120-56-2327

http://www.casa-feminina.com

　〒　　　　　　　－

（ ） （ ） （ ）

※個人情報保護法に基づき、申込書に記入頂いた個人情報は、講座・幼児テスト等の当社で提供するサービス以外の用途には
　使用致しません。
※弊社では、著作権や物販上のトラブル、クレーム処理に関しましては、全て顧問弁護士・弁理士を通じてご連絡いたします。
※教材は前月10日着となっております。ルナの新学年は1月スタート12月終了。自動的に1月よりさらに上の学年の教材をお届け致します。
※退会される場合は、必ず1ヶ月前までに書面にてお知らせ下さい。発送後の返品は出来ませんのでご注意下さい。
　(クーリングオフは適応されません。)
※この書類はカーサのﾚｯｽﾝ生・ﾃｽﾄ生(1回以上受験)・資料請求された方・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で各種お申し込みをされた方にFAXしております。

　日本初!!【オンライン】通信教育ルナ　申込書 FAX:0120-56-2327 (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもお申込みできます)

□シルバー会員

□ゴールド会員(2割引)

ふりがな 生年月日 保護者氏名

生徒氏名 Ｈ 年 月 日

住所　 志望校
会員
種別

FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

ＴＥＬ

メール

携帯

ゴールド会員 【振込先】

西日本シティ銀行　西新町支店
　普通預金　１２２４７６１

 「株式会社カーサ・フェミニナ教育研究所」

学年 内容
【シルバー】

月会員(1ケ月)
【ゴールド】

年間会員(12ケ月)
2割引

小1～高3
・テキスト
・テスト 22,000円 211,200円

2才 ・テキスト 22,000円 211,200円

211,200円

年長
・テキスト
・テスト
・DVD付

33,000円 316,800円

年少～年中
・テキスト
・テスト 22,000円



　

通信教育ルナ生には              　　

 ①自宅で受験指導が受けられます。
 ②24時間メール又はLINEで質問ができます。
 ③「願書」「作文」添削が無料！
 ④「面接練習」も全て無料!!

名学校別・学年別の受験情報とテキストを毎月、前月20日頃にお届けいたします。(代金は振込又は代引)

テキストが届いたら、保護者用テキストで保護者の方ご自身が体験してみて下さい。

その内容に、きっと驚かれることでしょう。質問は、専用ﾒﾙｱﾄﾞにお送り下さい。カーサよりアドバイス致します。

≪入会金≫

33,000円

35.東京都のルナ対象校(2)

プライバシーを確保して合格したい!!

幼稚園受験 中学校受験 転入
対策も!!小学校受験 高校受験

名門幼・小・中・高校合格をめざす方は「ルナ」にお任せ下さい!!

他県や海外の対象校はＨＰ「お問い合わせ」又はTELにてお問合せ下さいませ

2021年8月23日

國學院大學附属幼 聖徳幼 聖学院幼 名門国立大附属中

さくら幼 聖徳学園多摩中央幼 成城ナーサリィ・スクール 名門私立中

三軒茶屋リズム幼 聖徳学園八王子中央幼 成城幼 名門公立中高一貫校

サンタ・セシリア幼 聖徳学園三田幼 聖心ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（幼） 名門国立大附属高

JCQバイリンガル 昭和女子大学附属昭和こども園 清泉ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（幼） 名門公立高

品川翔英幼 白百合学園幼 聖ドミニコ学園幼 名門私立高校

自由が丘若草幼 白金幼 星美学園幼 …など、お尋ね下さい。

自由学園幼児生活団幼 鈴蘭幼 清明幼

淑徳幼 すみれ幼 関町白百合幼

春光幼 聖セシリア喜多見幼 世田谷聖母幼

(株)カーサ・フェミニナ教育研究所
札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸・岡山・広島・香川・福岡

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｽｲｰﾄ福岡1602

TEL：0120-53-2327
FAX：0120-56-2327

http://www.casa-feminina.com

　〒　　　　　　　－

（ ） （ ） （ ）

※個人情報保護法に基づき、申込書に記入頂いた個人情報は、講座・幼児テスト等の当社で提供するサービス以外の用途には
　使用致しません。
※弊社では、著作権や物販上のトラブル、クレーム処理に関しましては、全て顧問弁護士・弁理士を通じてご連絡いたします。
※教材は前月10日着となっております。ルナの新学年は1月スタート12月終了。自動的に1月よりさらに上の学年の教材をお届け致します。
※退会される場合は、必ず1ヶ月前までに書面にてお知らせ下さい。発送後の返品は出来ませんのでご注意下さい。
　(クーリングオフは適応されません。)
※この書類はカーサのﾚｯｽﾝ生・ﾃｽﾄ生(1回以上受験)・資料請求された方・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で各種お申し込みをされた方にFAXしております。

　日本初!!【オンライン】通信教育ルナ　申込書 FAX:0120-56-2327 (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもお申込みできます)

□シルバー会員

□ゴールド会員(2割引)

ふりがな 生年月日 保護者氏名

生徒氏名 Ｈ 年 月 日

住所　 志望校
会員
種別

FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

ＴＥＬ

メール

携帯

ゴールド会員 【振込先】

西日本シティ銀行　西新町支店
　普通預金　１２２４７６１

 「株式会社カーサ・フェミニナ教育研究所」

学年 内容
【シルバー】

月会員(1ケ月)
【ゴールド】

年間会員(12ケ月)
2割引

小1～高3
・テキスト
・テスト 22,000円 211,200円

2才 ・テキスト 22,000円 211,200円

211,200円

年長
・テキスト
・テスト
・DVD付

33,000円 316,800円

年少～年中
・テキスト
・テスト 22,000円



　

通信教育ルナ生には              　　

 ①自宅で受験指導が受けられます。
 ②24時間メール又はLINEで質問ができます。
 ③「願書」「作文」添削が無料！
 ④「面接練習」も全て無料!!

名学校別・学年別の受験情報とテキストを毎月、前月20日頃にお届けいたします。(代金は振込又は代引)

テキストが届いたら、保護者用テキストで保護者の方ご自身が体験してみて下さい。

その内容に、きっと驚かれることでしょう。質問は、専用ﾒﾙｱﾄﾞにお送り下さい。カーサよりアドバイス致します。

≪入会金≫

33,000円

35.東京都のルナ対象校(3)

プライバシーを確保して合格したい!!

幼稚園受験 中学校受験 転入
対策も!!小学校受験 高校受験

名門幼・小・中・高校合格をめざす方は「ルナ」にお任せ下さい!!

他県や海外の対象校はＨＰ「お問い合わせ」又はTELにてお問合せ下さいませ

2021年8月23日

浅草寺幼 道灌山幼 日体幼 名門国立大附属中

玉川学園幼稚部 東京音楽大学付属幼 新渡戸文化子ども園 名門私立中

小さき花の幼 東京緑ヶ丘幼 日本キリスト教団代田教会附属代田幼 名門公立中高一貫校

帝京大学幼 同仁美登里幼 日本女体大学附属みどり幼 名門国立大附属高

帝京幼 東星学園幼 日本女大学附属豊明幼 名門公立高

帝京にしき幼 桐朋幼 伸びる会幼 名門私立高校

帝京めぐみ幼 東洋英和幼 バディスポーツ幼 …など、お尋ね下さい。

田園調布雙葉小附属幼 東京都市大学二子幼 原宿幼

田園調布幼 ドルトンスクール東京 福田幼

田園調布ルーテル幼 西町ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（幼） 雙葉小学校附属幼

(株)カーサ・フェミニナ教育研究所
札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸・岡山・広島・香川・福岡

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｽｲｰﾄ福岡1602

TEL：0120-53-2327
FAX：0120-56-2327

http://www.casa-feminina.com

　〒　　　　　　　－

（ ） （ ） （ ）

※個人情報保護法に基づき、申込書に記入頂いた個人情報は、講座・幼児テスト等の当社で提供するサービス以外の用途には
　使用致しません。
※弊社では、著作権や物販上のトラブル、クレーム処理に関しましては、全て顧問弁護士・弁理士を通じてご連絡いたします。
※教材は前月10日着となっております。ルナの新学年は1月スタート12月終了。自動的に1月よりさらに上の学年の教材をお届け致します。
※退会される場合は、必ず1ヶ月前までに書面にてお知らせ下さい。発送後の返品は出来ませんのでご注意下さい。
　(クーリングオフは適応されません。)
※この書類はカーサのﾚｯｽﾝ生・ﾃｽﾄ生(1回以上受験)・資料請求された方・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で各種お申し込みをされた方にFAXしております。

　日本初!!【オンライン】通信教育ルナ　申込書 FAX:0120-56-2327 (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもお申込みできます)

□シルバー会員

□ゴールド会員(2割引)

ふりがな 生年月日 保護者氏名

生徒氏名 Ｈ 年 月 日

住所　 志望校
会員
種別

FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

ＴＥＬ

メール

携帯

ゴールド会員 【振込先】

西日本シティ銀行　西新町支店
　普通預金　１２２４７６１

 「株式会社カーサ・フェミニナ教育研究所」

学年 内容
【シルバー】

月会員(1ケ月)
【ゴールド】

年間会員(12ケ月)
2割引

小1～高3
・テキスト
・テスト 22,000円 211,200円

2才 ・テキスト 22,000円 211,200円

211,200円

年長
・テキスト
・テスト
・DVD付

33,000円 316,800円

年少～年中
・テキスト
・テスト 22,000円



　

通信教育ルナ生には              　　

 ①自宅で受験指導が受けられます。
 ②24時間メール又はLINEで質問ができます。
 ③「願書」「作文」添削が無料！
 ④「面接練習」も全て無料!!

名学校別・学年別の受験情報とテキストを毎月、前月20日頃にお届けいたします。(代金は振込又は代引)

テキストが届いたら、保護者用テキストで保護者の方ご自身が体験してみて下さい。

その内容に、きっと驚かれることでしょう。質問は、専用ﾒﾙｱﾄﾞにお送り下さい。カーサよりアドバイス致します。

≪入会金≫

33,000円

35.東京都のルナ対象校(4)

プライバシーを確保して合格したい!!

幼稚園受験 中学校受験 転入
対策も!!小学校受験 高校受験

名門幼・小・中・高校合格をめざす方は「ルナ」にお任せ下さい!!

他県や海外の対象校はＨＰ「お問い合わせ」又はTELにてお問合せ下さいませ

2021年8月23日

文京学院大学文京幼 明星幼 若葉会幼 名門国立大附属中

文教大学付属幼 明徳幼 和光幼 名門私立中

宝仙学園幼 目黒サレジオ幼 和光鶴川幼 名門公立中高一貫校

マダレナ・カノッサ幼 大和幼 東京学芸大学附属大泉小 名門国立大附属高

みずほ幼 大和郷幼 東京学芸大学附属小金井小 名門公立高

みのり幼 祐天寺附属幼 東京学芸大学附属世田谷小 名門私立高校

みふじ幼 ゆかり文化幼 東京学芸大学附属竹早小 …など、お尋ね下さい。

武蔵野学園ひまわり幼 立教女学院短大附属幼稚園天使園 筑波大学附属小

武蔵野東第一幼 霊南坂幼 お茶の水女大学附属小

武蔵野東第二幼 若草幼 アオバJｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ光が丘

(株)カーサ・フェミニナ教育研究所
札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸・岡山・広島・香川・福岡

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｽｲｰﾄ福岡1602

TEL：0120-53-2327
FAX：0120-56-2327

http://www.casa-feminina.com

　〒　　　　　　　－

（ ） （ ） （ ）

※個人情報保護法に基づき、申込書に記入頂いた個人情報は、講座・幼児テスト等の当社で提供するサービス以外の用途には
　使用致しません。
※弊社では、著作権や物販上のトラブル、クレーム処理に関しましては、全て顧問弁護士・弁理士を通じてご連絡いたします。
※教材は前月10日着となっております。ルナの新学年は1月スタート12月終了。自動的に1月よりさらに上の学年の教材をお届け致します。
※退会される場合は、必ず1ヶ月前までに書面にてお知らせ下さい。発送後の返品は出来ませんのでご注意下さい。
　(クーリングオフは適応されません。)
※この書類はカーサのﾚｯｽﾝ生・ﾃｽﾄ生(1回以上受験)・資料請求された方・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で各種お申し込みをされた方にFAXしております。

　日本初!!【オンライン】通信教育ルナ　申込書 FAX:0120-56-2327 (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもお申込みできます)

□シルバー会員

□ゴールド会員(2割引)

ふりがな 生年月日 保護者氏名

生徒氏名 Ｈ 年 月 日

住所　 志望校
会員
種別

FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

ＴＥＬ

メール

携帯

ゴールド会員 【振込先】

西日本シティ銀行　西新町支店
　普通預金　１２２４７６１

 「株式会社カーサ・フェミニナ教育研究所」

学年 内容
【シルバー】

月会員(1ケ月)
【ゴールド】

年間会員(12ケ月)
2割引

小1～高3
・テキスト
・テスト 22,000円 211,200円

2才 ・テキスト 22,000円 211,200円

211,200円

年長
・テキスト
・テスト
・DVD付

33,000円 316,800円

年少～年中
・テキスト
・テスト 22,000円



　

通信教育ルナ生には              　　

 ①自宅で受験指導が受けられます。
 ②24時間メール又はLINEで質問ができます。
 ③「願書」「作文」添削が無料！
 ④「面接練習」も全て無料!!

名学校別・学年別の受験情報とテキストを毎月、前月20日頃にお届けいたします。(代金は振込又は代引)

テキストが届いたら、保護者用テキストで保護者の方ご自身が体験してみて下さい。

その内容に、きっと驚かれることでしょう。質問は、専用ﾒﾙｱﾄﾞにお送り下さい。カーサよりアドバイス致します。

≪入会金≫

33,000円

35.東京都のルナ対象校(5)

プライバシーを確保して合格したい!!

幼稚園受験 中学校受験 転入
対策も!!小学校受験 高校受験

名門幼・小・中・高校合格をめざす方は「ルナ」にお任せ下さい!!

他県や海外の対象校はＨＰ「お問い合わせ」又はTELにてお問合せ下さいませ

2021年8月23日

アオバJｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ目黒 国立音楽大学附属小 菅生学園初 名門国立大附属中

青山学院初 国立学園小 聖学院小 名門私立中

アメリカンスクール・イン・ジャパン調布 慶應義塾幼稚舎 成蹊小 名門公立中高一貫校

アメリカンスクール・イン・ジャパン六本木 啓明学園初 成城学園初 名門国立大附属高

学習院初 サレジオ小 聖心ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（小） 名門公立高

川村小 品川翔英小 聖心女学院初 名門私立高校

暁星小 自由学園初 清泉ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（小） …など、お尋ね下さい。

国本小 淑徳小 聖ドミニコ学園小

光塩女子学院初 昭和女大附昭和小 星美学園小

晃華学園小 白百合学園小 清明学園初

(株)カーサ・フェミニナ教育研究所
札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸・岡山・広島・香川・福岡

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｽｲｰﾄ福岡1602

TEL：0120-53-2327
FAX：0120-56-2327

http://www.casa-feminina.com

　〒　　　　　　　－

（ ） （ ） （ ）

※個人情報保護法に基づき、申込書に記入頂いた個人情報は、講座・幼児テスト等の当社で提供するサービス以外の用途には
　使用致しません。
※弊社では、著作権や物販上のトラブル、クレーム処理に関しましては、全て顧問弁護士・弁理士を通じてご連絡いたします。
※教材は前月10日着となっております。ルナの新学年は1月スタート12月終了。自動的に1月よりさらに上の学年の教材をお届け致します。
※退会される場合は、必ず1ヶ月前までに書面にてお知らせ下さい。発送後の返品は出来ませんのでご注意下さい。
　(クーリングオフは適応されません。)
※この書類はカーサのﾚｯｽﾝ生・ﾃｽﾄ生(1回以上受験)・資料請求された方・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で各種お申し込みをされた方にFAXしております。

　日本初!!【オンライン】通信教育ルナ　申込書 FAX:0120-56-2327 (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもお申込みできます)

□シルバー会員

□ゴールド会員(2割引)

ふりがな 生年月日 保護者氏名

生徒氏名 Ｈ 年 月 日

住所　 志望校
会員
種別

FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

ＴＥＬ

メール

携帯

ゴールド会員 【振込先】

西日本シティ銀行　西新町支店
　普通預金　１２２４７６１

 「株式会社カーサ・フェミニナ教育研究所」

学年 内容
【シルバー】

月会員(1ケ月)
【ゴールド】

年間会員(12ケ月)
2割引

小1～高3
・テキスト
・テスト 22,000円 211,200円

2才 ・テキスト 22,000円 211,200円

211,200円

年長
・テキスト
・テスト
・DVD付

33,000円 316,800円

年少～年中
・テキスト
・テスト 22,000円



　

通信教育ルナ生には              　　

 ①自宅で受験指導が受けられます。
 ②24時間メール又はLINEで質問ができます。
 ③「願書」「作文」添削が無料！
 ④「面接練習」も全て無料!!

名学校別・学年別の受験情報とテキストを毎月、前月20日頃にお届けいたします。(代金は振込又は代引)

テキストが届いたら、保護者用テキストで保護者の方ご自身が体験してみて下さい。

その内容に、きっと驚かれることでしょう。質問は、専用ﾒﾙｱﾄﾞにお送り下さい。カーサよりアドバイス致します。

≪入会金≫

33,000円

35.東京都のルナ対象校(6)

プライバシーを確保して合格したい!!

幼稚園受験 中学校受験 転入
対策も!!小学校受験 高校受験

名門幼・小・中・高校合格をめざす方は「ルナ」にお任せ下さい!!

他県や海外の対象校はＨＰ「お問い合わせ」又はTELにてお問合せ下さいませ

2021年8月23日

聖徳学園小 桐朋小 明星学園小 名門国立大附属中

玉川学園小 東京都市大学付属小 武蔵野東小 名門私立中

帝京大学小 トキワ松学園小 目黒星美学園小 名門公立中高一貫校

田園調布雙葉小 西町ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（小） 立教小 名門国立大附属高

東京三育小 新渡戸文化小 立教女学院小 名門公立高

東京女学館小 日本女大附豊明小 和光小 名門私立高校

東京創価小 雙葉小 和光鶴川小 …など、お尋ね下さい。

東洋英和女学院小 文教大学付属小 早稲田実業学校初

東星学園小 宝仙学園小

桐朋学園小 むさしの学園小

(株)カーサ・フェミニナ教育研究所
札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸・岡山・広島・香川・福岡

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｽｲｰﾄ福岡1602

TEL：0120-53-2327
FAX：0120-56-2327

http://www.casa-feminina.com

　〒　　　　　　　－

（ ） （ ） （ ）

※個人情報保護法に基づき、申込書に記入頂いた個人情報は、講座・幼児テスト等の当社で提供するサービス以外の用途には
　使用致しません。
※弊社では、著作権や物販上のトラブル、クレーム処理に関しましては、全て顧問弁護士・弁理士を通じてご連絡いたします。
※教材は前月10日着となっております。ルナの新学年は1月スタート12月終了。自動的に1月よりさらに上の学年の教材をお届け致します。
※退会される場合は、必ず1ヶ月前までに書面にてお知らせ下さい。発送後の返品は出来ませんのでご注意下さい。
　(クーリングオフは適応されません。)
※この書類はカーサのﾚｯｽﾝ生・ﾃｽﾄ生(1回以上受験)・資料請求された方・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で各種お申し込みをされた方にFAXしております。

　日本初!!【オンライン】通信教育ルナ　申込書 FAX:0120-56-2327 (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもお申込みできます)

□シルバー会員

□ゴールド会員(2割引)

ふりがな 生年月日 保護者氏名

生徒氏名 Ｈ 年 月 日

住所　 志望校
会員
種別

FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

ＴＥＬ

メール

携帯

ゴールド会員 【振込先】

西日本シティ銀行　西新町支店
　普通預金　１２２４７６１

 「株式会社カーサ・フェミニナ教育研究所」

学年 内容
【シルバー】

月会員(1ケ月)
【ゴールド】

年間会員(12ケ月)
2割引

小1～高3
・テキスト
・テスト 22,000円 211,200円

2才 ・テキスト 22,000円 211,200円

211,200円

年長
・テキスト
・テスト
・DVD付

33,000円 316,800円

年少～年中
・テキスト
・テスト 22,000円


