
  

 

 

ダンテ・アリギエーリ協会 

東京支部 



新規ご受講生には 

・プライベート体験レッスン無料！ 

・夏期総合コースグループレッスン 5000 円 OFF 

 

ご継続中のご受講生には 

・新規受講生ご紹介 1人につき 3000円 OFF！ 

 

 

 
・受講者の方は 4回まで、同学期内に 45分のフリートークか、 

補講を受けて頂くことができます。 

 

・入門・初級 VENEZIA コース１、２受講者の方につきましては、 

同学期内に 6回まで補講が可能です。 

 

*特別料金になるコースには★マークがついています。 

 

 

VENEZIA 1 

水曜 ■19:40-21:10 募集中★ 

木曜 ■11:40-13:10 募集中★ 

木曜 ■19:40-21:10 募集中★ 

土曜 ■14:00-15:30 募集中★ 

 

VENEZIA 3 

火曜 ■19:40-21:10 

 

VENEZIA 4 

火曜 ■19:40-21:10 

 

 

MILANO 1A 

金曜 ■19:40-21:10 募集中 

      

MILANO 3A 

土曜 ■12:15-13:45 

 

MILANO 4B 

土曜 ■10:30-12:00 

 

 

SIENA 1A 

金曜 ■14:00-15:30募集中 

SIENA 1B 

水曜 ■14:00-15:30 

 

 

月曜 ■17:00-18:30 

水曜 ■14:00-15:30 

     ■19:40-21:10 

金曜 ■19:40-21:10 募集中 

        

 

木曜 ■19:40-21:10 

土曜 ■10:30-12:00 

 

月曜 ■10:00-11:30 

■19:40-21:10 

火曜 ■14:00-15:30 

     ■19:40-21:10 

木曜 ■10:00-11:30 

 

金曜 ■19:40-21:10 募集中 

 

 

入門・初級 VENEZIA コース 

 

ご好評につきキャンペーン継続中！ 

全 6レベル、90分×11 回 

受講料：38,000 円 

教材費：レベルにより 0 円～3,500 円 

 

 

 

中級プラス SIENA コース 

 
全 8レベル、90分×11 回 

受講料：38,000円 

教材費：レベルにより 0円～3,300 円 

 

 

上級 PISA コース 

 
1レベル、90分×11 回 

受講料：38,000円 

教材費：1,500 円 

 

上級プラス ROMA コース 

 
全 3レベル、90分×11回 

受講料：38,000円 

教材費：1,500 円 

 

木曜 ■18:00-19:30 

■19:40-21:10 

金曜 ■11:40-13:10 募集中 

土曜 ■10:30-12:00 

日曜 ■14:00-15:30 

 

 

最上級 AGRIGENTO コース 

 

中級 MILANO コース 

 
全 8レベル、90分×11 回 

受講料：38,000円 

教材費：レベルにより 0円～3,300 円 

 

1レベル、90分×11 回 

受講料：38,000円 

教材費：1,500 円  

 

SIENA 2A 
日曜 ■12:10-13:40 



  

  

  

 

 

 

LUGLIO 

7/20（土）12:15～13:45 新聞講座  講師：水沢透 

14:00～16:00 ワイン講座 講師：ファブリツィオ・グラッセッリ 

                     フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州のワイン 

  SETTEMBRE   

  9/14（土）12:15～13:45 新聞講座  講師：水沢透 

14:00～16:00 ワイン講座 講師：ファブリツィオ・グラッセッリ 

 ノービレワイン（トスカーナ州） 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[A]総合イタリア語プライベート 

総合コースを個人のペースで。 
 

[B]文法・語彙力 スキルアップ Quaderni    

文法中心。PLIDA試験対策にも最適。使用テキスト Quaderni （4,500 円）。 
 

[C]オンラインレッスン Skype 

遠方の方やご来校が難しい方に。通学可能な日は、教室レッスンへも変更いただけます。 
 

[D]東京オリンピック Tokyo Olimpica 
来日するイタリア人のアテンドやガイドに役立つ、実用的なイタリア語を。中級のみ。 

 

[E]かんたんイタリア語 Italiano Facile 
 旅で使えるイタリア語を効率よく勉強したい方。入門・初級のみ。 

[F]フリートーク Free Talk 
会話に特化したレッスン。テキストは使用しません。 

 

受講料  
[A][B][C][D][E]プライベート：6,200 円(60 分×1回) +教材費 

             57,000 円(60 分×10 回) +教材費 

[A][B]セミプライベート：    28,000 円(90 分×6回、2～3名) +教材費 

                           25,000 円(90分×6回、4 名以上) +教材費 

[F]プライベート：          12,500 円(30分×4回)  

       21,000 円(30分×8回) 

イタリアオペラ発声 Bel Canto 受講料：8,500円（60分×1回）  

 

 

 

新聞講座：3,800 円 

ワイン講座：5,000円 

 (ワイン講座は 6名様から開催) 

FESTA D’ESTATE 
日程: 2019 年 7月 7 日（日） 

時間: 15:00 ～20:00  

場所: ビアンコロッソ中野, 〒164-0001 東京都中野区中野 4丁目７-8  

参加費: 2500 円 (お食事+スパークリングワイン 1杯) + ワイン 1杯につき 500円  

• ご参加ご希望の方は事務所までお問い合わせください  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ イタリア語コース（年齢別、レベル別） 

⚫ イタリア語合唱団 

⚫ サッカーレッスン 

⚫ 料理レッスン 

⚫ コンサート等の各種イベント 

開校日：土曜日 

詳細：WWW.IL-CENTRO.NET/BAMBINI/ 

場所：NEW INTERNATIONAL SCHOOL（池袋） 

お問い合わせ：INFO@IL-CENTRO.NET 

 

 

2019夏期講座スケジュール 

夏期講座： 6/28(金)～9/26(木) 

（セミ）プライベート：夏期期間中毎日 

＊8/10（土）～8/23（金）は休校です。 

＊10/7（月）から、秋期講座が始まります。 

秋期講座 10/7（月）～12/22（日） 

 

ご一読ください 

■ 振替 〈総合コース〉 

欠席回数分、学期内に振替いただけます。 

■ 補講 〈総合コース VENEZIAのみ〉 

欠席の振替ができない場合、60分の補講を

学期内 2回までご受講いただけます。 

■ パッケージ有効期限 〈プライベート〉 

・プライベートレッスン 10回：14週間 

・セミプライベートレッスン 6回：10週間 

・フリートーク 4回：6週間 

・フリートーク 8回：10週間 

長期休校中はカウントされません。 

■ キャンセル・変更 〈プライベート〉 

・火～日曜レッスン：レッスン 24時間前まで。 

・月曜レッスン：前週土曜 15:00まで。 

以降のキャンセル・変更は、レッスン消化扱

いとなります。 

■ ご返金 

一旦お支払いいただいた受講料等のご返金

は応じかねます。 

■ 受講料振込先 

(有)インイタリアーノ 

みずほ銀行渋谷支店 （普）1095145 

mailto:info@il-centro.net

