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私立中高生コース

（英語・数学・国語）

２学期までの総復習 基礎固め＋実戦力強化
コロナに負けない冬
コロナの影響で遅れてしまった学びを取り戻すべく、
私立一貫校はハイピッチで授業を
進めています。
3学期のためにも、
2学期までの内容を確実に押さえておく必要があります。
「一貫校生が3学期に備える冬」、それが冬期講習の目標です。
苦手科目は、プロ教師の指導でポイントを押さえるのが克服への早道。4コマの標準コー
スで2学期の内容の総復習をしましょう。1学期からの総復習をご希望の方には6コマの
徹底コースをお勧めします。
得意科目だからこそ、プロ教師の指導で短期集中＋実戦力強化がbest！3学期の学習内
容を熟知した科目のプロが、あなたの力を伸ばします。中3生以上の生徒さんには大学入
試を視野に入れた指導も行います。
短い冬休みを、充実の冬休みに！ICE私立専門塾は、この冬も一貫校生を応援します！

Ⅰ. 中学英・数ピンポイント講座
1 ピンポイント英語講座

英語

120分×2コマ

中学1〜3年

中学英語の苦手分野の克服に特化した講座です。
早く克服したいんだけど、なかなか手が付けられない苦手分野。でも、それらの分野は実は１人では勉強しづらい分野でもあ
るのです。苦手分野の克服は英語指導のプロ集団・ICE にお任せください。分野限定の分かりやすい教材＋プロ教師の的確な
指導で、この冬、あなたの苦手を解決します！
● 中学英語・この冬限定の４分野 ●
①時制のまとめ・助動詞 ②受動態・現在完了

③不定詞・動名詞

④分詞・関係代名詞

2 ピンポイント数学講座

数学

120分×2コマ

中学1〜3年

中学数学の苦手分野の克服に特化した講座です。
数学の苦手分野は、なかなか 1 人では勉強できません。また、数学は嫌いじゃないのに、特定の分野だけが苦手という人も少
なくありません。そんなあなたにこの冬おすすめなのが、ICE のピンポイント指導。分野のツボを押さえたプロ教師が 2 コマ
完結で、あなたの苦手を克服させます。この冬、
「確かにわかる」実感をあなたにプレゼント！
● 中学数学・この冬限定の 3 分野 ●
①1次・連立方程式
②比例・反比例・１次関数

講座内容

③合同と証明

習熟度・目的に応じて、講座をお選びいただけます。
（1〜2共通）

克服したい分野を自由にお選びいただけます（英語・数学共通）。
いずれも120 分 ×2 コマ。講習用教材を用います。
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Ⅱ. 中高生 ・ 英語講座
1 トレジャー英語講座

英語

（標準）120分×4コマ

中学1〜高校3年

私立一貫校向け英語テキストとして不動の地位を誇る、ニュー・トレジャー対策に特化した講座です。
体系的・ハイレベルな文法解説、豊富な単語数、アップデートされた英文で人気を誇るニュー・トレジャー。しかし、それら
の利点はそのまま勉強のしにくさにもつながります。でも、トレジャー指導の草分け＝ ICE なら大丈夫！独自の副教材で膨大
の単語を整理、
「文法問題集」を使って文法の総まとめなど、ニュー・トレジャーを見事に料理します！

2 プログレス英語講座

英語

（標準）120分×4コマ

中学1〜高校3年

一貫校向け英語テキストの老舗＝プログレス 21 対策に特化した講座です。
独自の文法事項の配列、英米の文化を反映した重厚な内容の英文で、未だに高いシェアを誇るプログレス 21。しかし、その
独自性はとっつきにくさに通じます。この教科書になじめていない諸君、ぜひとも ICE の門を叩いてください。オリジナルの単
語帳や文法教材など、プログレス指導老舗の ICE が、必ずや皆さんの救世主になります！

3 スタンダード英語講座

英語

（標準）120分×4コマ

中学1〜高校3年

検定教科書などを用いている私立生の英語対策のためのコースです。
ハイレベル教科書を使っていなくても、中 2 までに中学内容が終わる・ハイレベルな副教材を課されるなど、一貫校の英語学
習は密度が高いです。そんな英語で苦労している君、ICE に賭けてみないか？文法・読解・作文のツボを心得たプロ教師が、
君の弱点を 1 つ 1 つ解決していきます。この冬、ICE で「嫌いな英語」を「好きな英語」に！

4 桐蔭学園・英語講座

英語

（標準）120分×4コマ

中学1〜高校3年

桐蔭学園の英語対策に特化したコース、中学・高校・中等全てのコースに対応します。質量共に年々グレード・アップしつつあ
る桐蔭学園の英語。
「数学だけでも大変なのに、英語にまで手が回らない」という人も多いはず。そんなあなたを、ICE が手
助けします。ニュー・トレジャー / クラウン対策はもちろん、冬休み課題＋塾用教材で既習分野の総復習、日頃は手につかな
い長文読解演習など、桐蔭を熟知したベテラン教師の下で目指せ、実力 up！

講座内容
習熟度・目的に応じて、講座をお選びいただけます。
（1〜4共通）
原則、お手持ちの教材を用います。

アイ・シー・イーコラム

1

PRORESS IN ENGLISH 21 とは？

ハイレベル・テキストの草分けとして不動の地位を誇る。
Book3までの構成で高校英文法のほぼ全範囲が終了。
Book1
から構文把握力・読解力を鍛える内容になっている。また、長文の内容（道徳・倫理など）が示唆に富むものが多いなどの
理由で、未だに高いシェアを誇る。その反面、細切れの文法解説のために理解が進まないという人も…
難しく分量の多い単語の整理は、アイ・シー・イー独自の教材で要領よく済ませます。文法の復習は塾用教材も併用し
て体系的にまとめるので、
「細切れで訳わからない」状態から脱出！固めの長文もプログレスに熟達した教師の指導で
バッチリ理解。教科書に沿った書き方でないと×にされる作文も、指導歴の長い教師が「プログレス流の正解」を叩き込
みます。プログレス対策の老舗＝アイ・シー・イーで目指せ、＋10点！
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Ⅲ．中高生 ・ 数学講座
1 体系数学講座

数学

（標準）120分×4コマ

中学1〜高校3年

中高一貫数学教科書のデファクト・スタンダード＝体系数学対策に特化したコースです。
理解度＋スピードをアップさせるために、関連項目を一気に扱うのがこの教科書の特徴。しかし、それ故に、密度の濃さ・スピー
ドの速さに悩む生徒さんも多いはず。そんなときは、体系数学指導の嚆矢＝ ICE を頼ってください。教科書・問題集の特徴を
捉え、各校の指導・試験情報に通じた教師が、分かりやすく、楽しく教えます。

2 ハイレベル数学講座

数学

（標準）
120分×4コマ

中学1〜高校3年

中高一貫教科書を使用 or 中 2 までに中学数学が終了する学校を対象としたコースです。
大学入試でのアドバンテージを取るべく、数学がハイピッチで進む学校が増えています。しかし、そのために数学が嫌い・苦
手になっている生徒さんが増えているのもまた現実。そうなったら、またはそうなる前に、ICE でプロの指導を受けてみませ
んか？ツボを心得たレクチャー＋程よいエクササイズで、この冬、
「数が苦」を「数楽」にしよう！

3 スタンダード数学講座

数学

（標準）
120分×4コマ

中学1〜高校3年

早さよりも深さ重視の進度の学校の数学対策のためのコースです。
女子校中心に、速さを焦らずにじっくり数学を学ぶ学校もあります。だからと言って、そこでの学びが たやすいわけではな
いのも事実。時に教科書を超えた深い内容で、悩む生徒さんも多いはず。そんな時は、ICE のプロ教師に教わってみよう！
苦手分野や難しい宿題も、プロの技であっさり説明＋しっかり理解！数学・充実の冬をぜひ ICE で！

4 桐蔭学園・数学講座

数学

（標準）
120分×4コマ

中学1〜高校3年

桐蔭学園の数学対策に特化したコース、中等・高校全てのコースに対応します。
数学における上位クラスのレベルの高さは、全国屈指といっても過言ではない桐蔭学園。それだけに、得意な人でも数学で苦
労している人は少なくないはず。そんなあなたの強い味方が ICE のプロ教師です！桐蔭の数学に通じた教師がβクラス脱出を
手伝い、入試問題を徹底研究した教師が、α1 クラス・キープを可能にします。ICE で頑張れ！桐蔭生！

講座内容
習熟度・目的に応じて、講座をお選びいただけます。
（1〜4共通）
原則、お手持ちの教材を用います。

アイ・シー・イーコラム

1

「体系数学」とは？

「理解の流れを重視して編纂した」テキストであり、関連項目をまとめて扱うのが特徴（例：1次方程式・連立方程式・不等式
を一気に学習）。体系問題集と合わせると問題量は多く、解説は丁寧だが自学自習の負担は大きい。
体系数学指導の先駆け＝アイ・シー・イーでは、教科書の中身を徹底理解した後、レベルに応じて体系問題集をこなして
いく。私立校の定期試験の情報に通じた教師が、演習すべき範囲を個別に指示するため、生徒は効率的な学習が可能とな
る。試験前には、教科書の確認問題・演習問題で総まとめをする。
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Ⅳ．中高生 ・ 国語講座
1 読解・表現力講座

国語

（標準）120分×4コマ

中学1〜高校3年

文章（現代文・古典）の読解力の強化を目標とするコースです。
文章を読むことが苦手な生徒さんは多いです。しかし、昨今の大学入試国語の傾向は、
「長文を素材に要旨を素早く、正確に
つかむこと」です。読解力のアップは、大学入試での優位につながります。冬のこの講座は、読解力養成に焦点を絞り、点
数に結びつく文章の読み方＝テクニカル・リーディングの基礎、読解に繋がる古典の基礎知識を伝授します。その気にさせる
個性派教師と一緒に、目指せこの冬、読解力 up！

講座内容

習熟度・目的に応じて、講座をお選びいただけます。

(a)中級講座：中学〜高校初級レベルの文章（主に現代文）を素材とした講座です。
(b)上級講座：高校初級レベル以上の文章（現代文＋古文）を素材とした講座です。
習熟度に応じた教材を用意いたします。

2 アカデミー小論文講座〔内進・補習 ver.〕

国語

（標準）120分×4コマ

中学1〜高校3年

課題などで必要な小論文などのフォローに対応するコースです。
私立校では、長期休暇の課題や系列大学への進学要件として小論文の提出を必要とするところが少なくありません。しかし、
そのような「書く課題」のためのノウハウを専門的に教える場所は皆無に近いため、生徒さんたちは「何を、どのように」書い
たら良いのか悩んでいるのが現状です。そんなとき、ICE が皆さんの力になります。AO・推薦入試などで実績のある教師が、
論文の書き方の基本・書く素材の選び方などを丁寧に教えます。この講座で、何でも相談してみてください！

講座内容

原則、お手持ちの教材を用います。
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大学入試対策コース

（英語・数学・国語）

この冬、1ランクup！基礎力充実＋応用力強化。
算 数 国 語 120分×4コマ
1 私立小専用個別オーダー講座
中学3年〜高校3年
「大学入試の対策だから、応用論点を中心に難しい勉強をしなければ…」誰も
が一度はそう思うのですが、それがそもそもの間違い！近年の大学入試の問題
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
は、教科書レベルの基本をベースに、それを如何に用いるかを問うているの
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
が大半です。であれば、勝負の決め手は「教科書レベルの基礎知識の習熟度と、
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああそれを問題解決に用いる力」です。
まずはこの冬、各科目の受験対策のプロが揃う ICE で、盤石な基礎を踏まえ
た応用力を
講
座 内 容 get！プロ教師の指導で、この冬、合格への貴重な一歩を ICE で！

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああ

Ⅰ．大学入試対策 ・ 英語講座

1 英文法速習講座

英語

（標準）120分×4コマ

中学3年〜高校2年

大学入試を視野に入れて、高校レベルの英文法を早期にマスターするための講座です。
「英語が苦手」な人の多くは「英文法が苦手」です！英文を読むためのルール＝英文法が理解できていないから、英文が読め
ないのです。英語の得点力を上げる「生きた英文法」をマスターするのが、この講座の目的です。この冬は「確実な理解」を
優先し、扱う項目を限定して、苦手項目を完全征服します。
「確かに超えた」実感をプレゼント！

2 英文解釈講座

英語

（標準）120分×4コマ

中学3年〜高校3年

大学入試レベルの英文解釈の方法論を学び、その演習をするための講座です。
受験のための英文解釈の勉強でも、
「英語の勉強」であることに変わりはありません。
「英語の基本＝英文法」をベースに、ポ
イントを押さえながら豊富に演習を積むことで、英文解釈の力は必ず伸びます！この講座では、英文法ベースの英文解釈のノ
ウハウを教えます！この冬はテーマ限定で文法・構文知識を整理することで英文解釈の基礎を固めます。
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3 英文読解講座

英語

（標準）120分×4コマ

中学3年〜高校3年

大学入試レベルの長文読解の方法論を学び、その演習をするための講座です。
「文法に穴はないのに、長文は苦手」
「短文解釈はできるのに、長文だと読めない」という人は少なくありません。
そんなあなたに必要なのは、
「英文の要点を把握するコツ」を身につけること。この講座では個々の目標に応じて、
「長文を読
む」コツを教えます。共通テストレベルから東工大・慶應（文）レベルの超長文まで、あなたのニーズに完全対応！

講座内容

習熟度・目標に応じて、講座をお選びいただけます（1〜3共通）。

(a)スタンダード：共通テスト140レベルまで、受験の基礎固めの講座です。
(b)ハイレベル ：共通テスト160以上目標、本格的な受験対策の講座です。
各自のレベルに合った教材を使用します。

Ⅳ．大学入試対策 ・ 数学講座

1 共通テスト数学講座

数学

（標準）120分×4コマ

中学3年〜高校3年

共通テストに代表される、マーク式の数学入試に対応するための講座です。
各科目１時間前後と、時間制限の厳しい共通テスト数学は、決して易しい試験ではありません。各単元の内容の徹底理解と、
それを元にした「より速い」問題処理能力が必要となります。この冬は、共通テスト・センター過去問を素材に、数学のお作法
（図やグラフなどの書き方、頻出論点の処理方法など）の習得に全力投球！プラス 20 点がこの冬の目標です。

2 2 次・私大文系数学講座

数学

（標準）120分×4コマ

中学3年〜高校3年

数学ⅠＡ・数学ⅡＢ中心の数学入試に対応するための講座です。
微積・数列・ベクトル・確率など、頻出論点が分かりやすい文系数学。それだけにその分野についてはほぼ完璧な理解
が要求されます。時間に余裕のある冬のうちに、その中の 1 つでも多くをモノにしておきましょう。実力相応の入試問題を素
材に、
「使える知識」の総整理、得点につながりやすい答案作りのノウハウなどを教えます。

3 2 次・私大理系数学講座

数学

（標準）120分×4コマ

中学3年〜高校3年

数学Ⅲまでが範囲になる数学入試に対応するための講座です。
極限・微積分を中心に、分野融合問題が目白押しの理系数学。でも、数学Ⅲの基礎知識があやふやなうちに焦って難問に取り組
み、自滅している受験生も多いのが現実。そこでこの講座では、各自に必要な数学Ⅲの手法を再確認します。入試問題を素材とし
た演習と振り返りで、
「苦手な数Ⅲ」をポイント・ゲッターに仕立て上げます。

講座内容

習熟度・目標に応じて、講座をお選びいただけます（1〜3共通）。

(a)スタンダード：共通テスト140レベルまで、受験の基礎固めの講座です。
(b)ハイレベル ：共通テスト160以上目標、本格的な受験対策の講座です。
各自のレベルに合った教材を使用します。
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Ⅳ．大学入試対策 ・ 国語講座

1 総合国語講座〔現代文・古文・漢文〕

国語

（標準）120分×4コマ

中学3年〜高校3年

大学入試の国語対策に、広く対応するための講座です。
近年の大学入試は、長文を読ませて、それを元に解答を書かせる形式が主流です。このような、
「読ませる＋書かせる」入試
には読解・記述のプロによる個別指導が一番。1 人の教師が「受験国語の全分野＝現代文・古文・漢文」に対応するので、短
時間で高能率の対策指導が可能です。冬休みは「点が取れる記述答案の作り方」のマスターがテーマです。

2 アカデミー小論文講座〔大学入試 ver.〕

国語

（標準）120分×4コマ

中学3年〜高校3年

慶應義塾大学・国立大学後期の出題に代表される、小論文対策のためのコースです。
大学入試の小論文対策は、
「何を書くか」
「どんな知識が必要か」に目が行きがち。でも、それより大切なのは、
「いかに書くか」
ということ。小論文指導経験豊富な教師が、大学入試で評価されやすい小論文の書き方を教えます。冬は頻出過去問を素材に、
「『問い』に『答える』」スタイルの答案構成の方法論を伝授します。苦手な人も大歓迎！

3 総合型選抜・学校推薦型選抜対策講座

国語

（標準）120分×4コマ

高校 1 年・2 年

近年人気かつ激戦の、総合型選抜・学校推薦型選抜対策に特化したコースです。
一部の超難関大学を除けば、意外と挑戦しやすい総合型選抜・学校推薦型選抜入試。でも、志願書・面接対策や小論文対
策など、独学するには少々ヘビーな内容が…。そんな時こそ、プロの指導に頼るのが一番！このコースでは、志願書・面接・
小論文を同一のノウハウで一括指導するので、
無駄なく短時間での対策が可能です。冬は効果的な自己 PR のノウハウを伝授！

講座内容

習熟度・目標に応じて、講座をお選びいただけます（1〜3共通）。

(a)スタンダード： GMARCHレベルまで、受験の基礎固めの講座です。
(b)ハイレベル ： 東大・早慶上智レベル、本格的な受験対策の講座です。
各自のレベルに合った教材を使用します。

◆ 本コース受講者からの合格実績（2014～2020年度）◆
人気の医療系から早慶上智、GMARCH、上位女子大まで、総合型選抜・学校推薦型選抜ならICE！

早稲田大学（政治経済・国際教養・教育）、上智大学（文・理工）、立教大学（法・文・理）、
学習院大学（文）、
中央大学（経済）、東京女子大学（現代教養）、星薬科大学（薬）、北里大学（医）
など
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■ 私立中高生コース

（税込）

講座・コマ数

中学 1 年生

中学 2 年生

中学 3 年生

中学英数ピンポイント講座

高校 1 年生

高校 2 年生

高校 3 年生

対象学年

指導教科

授業時間

塾生

一般生

2 コマ

中学1年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 2日間

16,500円

18,700円

4 コマ

中学1年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 4日間

27,500円

29,700円

6 コマ

中学1年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 6日間

37,400円

39,600円

8 コマ

中学1年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 8日間

47,300円

49,500円

2 コマ

中学2年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 2日間

17,600円

19,800円

4 コマ

中学2年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 4日間

30,800円

33,000円

6 コマ

中学2年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 6日間

40,700円

42,900円

8 コマ

中学2年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 8日間

51,700円

53,900円

2 コマ

中学3年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 2日間

18,700円

20,900円

4 コマ

中学3年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 4日間

33,000円

35,200円

6 コマ

中学3年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 6日間

44,000円

46,200円

8 コマ

中学3年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 8日間

55,000円

57,200円
15,400円

8 コマ

中学1〜3年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 2日間

15,400円

2 コマ

高校1年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 2日間

20,900円

23,100円

4 コマ

高校1年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 4日間

35,200円

37,400円

6 コマ

高校1年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 6日間

47,300円

49,500円

8 コマ

高校1年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 8日間

60,500円

62,700円
24,200円

2 コマ

高校2年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 2日間

22,000円

4 コマ

高校2年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 4日間

38,500円

40,700円

6 コマ

高校2年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 6日間

51,700円

53,900円

8 コマ

高校2年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 8日間

64,900円

67,100円

2 コマ

高校3年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 2日間

23,100円

25,300円

4 コマ

高校3年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 4日間

40,700円

42,900円

6 コマ

高校3年生

数学 / 英語 / 国語

120分 × 6日間

55,000円

57,200円

8 コマ

高校3年生

120分 × 8日間

69,300円

71,500円

数学 / 英語 / 国語

※原則として、中学生・高校生はグループゼミ（先生1名に対し生徒5〜6名）の指導となります。プライベートなど、それ以外の指導形態をご希望の方はご相談ください。
◆一般生の方：お支払いは、お申込み後にお届けするコンビニ払込票でのご入金をお願いします。
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お申込み方法
塾生の皆さま

① レギュラーで受講されている講座につきましては、
自動登録制となっておりますので別途申し込みは不要となります（受講されない講
座は、
別紙「冬期講習受講コース・教科自動登録確認書」
に明記の上、11月20日
（土）
までに担当教師にご提出ください）。
② 自動登録以外を受講の場合には別途、
申込期間内にWeb申し込みをお願いいたします。

③ 受講日程をご相談・決定の上「受講確認書」をお渡しいたします。受講料のお支払いは、2022年1月分月謝と合算にて口座振
替となります。
④ ご受講 ※自動登録後のキャンセルは、12月1日（水）17：00までとさせていただきます。

①「無料体験」

一般生の皆さま

90分／1コマ まで授業体験を実施いたします。事前診断で指導報告をさせていただきます。
②「事前診断」
保護者の方、生徒さまご本人と面談形式にて、受講科目、時間割についてご相談させていただきます。
日時は、個別に設定させていただきます。
③ Webよりお申し込みください。

講習申込フォーム（HPの申し込みボタンまたは右記QRコードよりお入りいただけます）

お申込みは
こちら▶

受講料は、ご家庭にお届けするコンビニ払込票にて、指定の期日までのご入金をお願いいたします。
④ ご受講

※キャンセルについては、受講日時確定後の「お申込み日」より起算して7日以内とさせていただきます。

はじめての英検講座について

P.18 【はじめての英検講座（５級〜３級）】 教材費・受講申込締切について
【はじめての英検講座（5〜3級）】では、解説動画も視聴可能な「標準新演習英語」
（中１〜３いずれか）を指定教材としています。
受講料に加え教材費（税込1,980円）がかかります。
教材は受講前にご自宅へ送付しますが、
その手続きの関係上、
申込締切日はこの講座のみ、12/10（金）17:00とさせていただきます。
また、この日時を過ぎての受講キャンセルもできませんので、ご了承ください。
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「アイ・シー・イー私立専門塾」を運営する株式会社エー・アンド・アイは、多数の教育事業を展開するZ会グループのグループ会社です。
グループ理念である「最高の教育で、未来をひらく。」のもと、私たちはお子さまの未来につながる「志」を育んでいます。

東京エリア

神奈川エリア
東京都目黒区自由が丘2-11-8
（塾事務局）
キネスビル 3階・4階

横浜教室

TEL.045-624-9825

横浜市神奈川区大野町1-25
横浜ポートサイドプレイス4F

たまプラーザ教室

TEL.045-507-7090

神奈川県横浜市青葉区美しが丘
2-21-13 美しが丘プラーザビル2Ｆ

TEL.045-507-7091（塾事務局） 平野ビル 3F

青葉台教室

TEL.045-982-8955

神奈川県横浜市青葉区青葉台
2-6-2 山下ビル 3F

TEL.045-507-7091（塾事務局） 2-2-14 HN BLDG 7F

新百合ヶ丘教室

TEL.045-507-7091（塾事務局） 小田急新百合ヶ丘ビル3F

自由が丘教室

TEL.045-507-7091

桜新町教室

TEL.03-5451-7838

勝どき教室
吉祥寺教室

東京都世田谷区桜新町1-14-12
小泉TKビル4F
東京都中央区勝どき3-5-4
東京都武蔵野市吉祥寺本町

川崎市麻生区上麻生1-5-2

教室地図は
こちらから ▶
ご覧いただけます

お問い合わせ TEL:

0120-905-613

ICE私立専門塾

