
小学1年～中学生～高校3年 W保証！30日間全額返金保証＆W保証！30日間全額返金保証＆

田中康治公式ブログ田中康治公式ブログ 生徒が成長していく様子、田中の想いを綴っています。http://okashin-zemi.web.wox.cc/

※人数限定無料体験のご予約は
今すぐ！ホームページのお問合せ
フォームかラインで！（先着順）ご返
信は翌日以降の開講日になること
もあります。なお、極めて多忙のた
めお電話には出られないことが
多々あります。ご了承下さい。

ミラクル
成績アップ保証！
20点アップ保証・得点80点保証

自己最高順位/得点保証

ミラクル
成績アップ保証！
20点アップ保証・得点80点保証

自己最高順位/得点保証

今月先着

　10名!
今月先着

　10名!
8周年キャンペーン

もしくは20,000円割引無料授業料
１ヶ月

どちらか選んでね

もしくは20,000円割引無料授業料
１ヶ月

どちらか選んでね

元佐鳴予備校全三河地区
広域統括本部長
ニュースクールエックス塾長

元佐鳴予備校全三河地区
広域統括本部長
ニュースクールエックス塾長

http://okashin-zemi.com/ニュースクールエックス（旧岡崎進学ゼミナール）

兄弟姉妹割引!さらに

トップレベルコース・
ハイレベルコース・
基礎基本徹底コース・
付属（私立）小・中専用
コースなど、
ご希望のレベルでの
受講が可能です。

応援! 応援! 応援!8周年
記念!

ニュースクールエックス 検索

授業料
8周年記念 50％オフ最大

@newschoolx.co.jp

成績アップ＆合格率がすごい！

定期テスト一発で

127位アップ
高校生も数学1位・英語1位・
総合1位・
すべての定期テストでベストテン

岡崎高校・
岡崎北高校・
安城東高校の
　  合格率80％以上‼

驚異の岡崎高校・
岡崎北高校・
安城東高校の
　  合格率80％以上‼

驚異の

六名一丁目

岡崎
警察署

岡崎市体育館

イオン岡崎

六名一丁目

愛
知
環
状
鉄
道

六
名
駅

電
車
通
り

48

六名校 岡崎市六名本町11-4

末広町

錦町小学校

48

たけみつファミリー
クリニック

相生町スギ薬局

錦町南
錦町

錦町
小学校南

南安城駅南安城駅

日の出町北

安城校 安城市相生町18-18 2F

井田公園

AOKI

ユニクロ ヒマラヤ
ゴルフ

岡
崎
環
状
線

248

39
26

伊賀町

井田西町北

葵町

稲熊一丁目

大樹寺一丁目

井田新町西

井田新町校 岡崎市井田新町5-10 豊川校 豊川市宿町青木41番1 リーフ体操クラブ内

小坂井町弥重496

1 清好運輸

明石産業

速須佐之男神社

深谷石油

リーフ体操クラブ内

リーフ体操クラブ
2019年春グランドオープン
リーフ体操クラブ
2019年春グランドオープン

簡単メール
お問い合わせ
（24時間受付）

簡単LINE
お問い合わせ
（24時間受付）

お問い合わせ電話番号（六名校）

0564-83-9987
受付：17時30分～21時30分（火～金）  

okashin.zemi@gmail.com  

キャプテン・副部長・生徒会
級長・副級長の君に。

部活動で市の大会
ベスト８以上の君に。

成績アップや優秀な成績の君に。（成
績に応じて）

リーダーの君を
応援特典制度

部活に頑張る君を
応援特典制度

成績アップや優秀な成績を
目指す君を応援特典制度

特典最大で

10万円

月額料金 諸経費

週240分週180分週120分週60分

月額料金 諸経費

24,000円 4,000円

月額料金 諸経費

18,000円 3,000円

月額料金 諸経費

12,000円 2,000円

月額料金 諸経費

6,000円 2,000円

中1～中３(費用は全て月額です。）

2,000円

3,750円

5,000円

7,500円

10,000円

週45分

週60分

週90分

週120分

小１～小6(費用は全て月額です。）

各コース

10名
限定

各コース

10名
限定

マナビットマナビット

田中式メンタル＆学習コーチング付
個別ゲーム学習プレミアムコース

田中式メンタル＆学習コーチング付
個別授業プレミアムコース

田中式メンタル＆学習コーチング付
個別学習トレーニングプレミアムコース

対象：小１～高３

対象：高１～高３

対象：小１～高３ 対象：小１～高３

勉強 大キライ　を　　大好き　に変える！

忙しくて通えないなら      
  自宅でOK  

低得点　を     高得点　に変える！全然   わからない　を
     めっちゃよくわかる　に変える！

5教科完全指導
プレミアム240Zコース

3教科徹底指導
プレミアム180Sコース

2教科徹底指導
　プレミアム120Lコース

塾併用・コース併用にも最適
プレミアム60単科コース

いますぐ
ご予約ください！

①ホームページのお問合せフォームからメール
②LINEの
いずれかの方法でご予約下さい。
（※ご返信は翌日以降の開講日になることもあります。）
（※極めて多忙のためお電話は出られないことが多々あります。）

小1～高3対象
完全予約制（先着順）

先着にて受付!先着にて受付!人数限定
無料体験

3つの史上最強学習法！キミの弱点
狙い撃ち！

開発者　出口汪

出口先生の「論理エンジン」採用!国語
授業に

でぐち

新しい入試制度にも対応!

各校舎受付時間帯 受付・開校スケジュールが各校舎異なります。ご注意ください現役合格W保証!高校部

受講曜日・時間・学習内容・レベル・料金は、
プロ教師と相談しカスタマイズ出来ます。
受講例：週1回 月額  8,000円（諸経費1,500円）
           週2回 月額16,000円（諸経費3,000円）等

火・水・木・金・（家庭教師コーチは毎日）

火・木・金・（家庭教師コーチは毎日）

火・水・金・（家庭教師コーチは毎日）

月・（家庭教師コーチは毎日）

17：30～21：30
※火曜のみ19：30～21：30

17：30～21：30
※金曜のみ19：30～21：30

17：30～21：30
※水曜のみ18：00～21：00

18：00～21：00

六名校

安城校

井田新町校

豊川校

絶
対

現
役
合
格
！

消費税は別途お預かりします。消費税は別途お預かりします。消費税別途

20,000円20,000円入塾金

表示はすべて月額料金です。表示はすべて月額料金です。

家庭教師
コーチコース 裏面へ!

校舎 開校曜日・時間帯（月～金）



日本全国どこでも、1年365日、24時間受講可能

小学生・中学生・高校生・大学生・社会人・会社企業研修までのすべてを担当する
田中がお子さんを明るい未来へと導きます。2019年の今、学歴社会はとっくに過去
のものとなっています。単にブランド高校・ブランド大学に合格するだけではお子
さんを明るい未来に導くことは決してできません。
ただし、勉強は有意義なものです。学生時代の勉強は大人の仕事と同じ位置づけです。
もし、学生時代の勉強で自分をコントロールできず、何の成果を出せないならば将
来が暗くなる可能性が高いこともまた事実でしょう。

小学生・中学生・高校生・大学生・社会人・会社企業研修までのすべてを担当する
田中がお子さんを明るい未来へと導きます。2019年の今、学歴社会はとっくに過去
のものとなっています。単にブランド高校・ブランド大学に合格するだけではお子
さんを明るい未来に導くことは決してできません。
ただし、勉強は有意義なものです。学生時代の勉強は大人の仕事と同じ位置づけです。
もし、学生時代の勉強で自分をコントロールできず、何の成果を出せないならば将
来が暗くなる可能性が高いこともまた事実でしょう。

小1～中学生
～

高3生の

お子さん
を持つ

お母さん
へ

家で勉強してくれない…
塾に送り迎えする時間がない…
親である私がどう導くべきか…

家で勉強してくれない…
塾に送り迎えする時間がない…
親である私がどう導くべきか…

２週間無料体験は「学習効果測定」を兼ねています。家庭教師コーチコースを受講
すると3パターンに分かれます。①やる気・計画性・実行力・学習効果が飛躍的に高まるタイ
プ②やる気・計画性・実行力・学習効果に一定の高まりがみられるタイプ③やる気が出ず・無

計画・実行できない・学習効果も低く時間とお金の無駄になるタイプ。割合は①20%②60%
③20%程度です。現状の点数が100点でも0点でも今の成績には一切関係なく①②③に分
かれます。2週間無料体験ではお子さんがどのタイプかを測定し保護者様にお知らせします。

２週間無料体験は「学習効果測定」を兼ねています。家庭教師コーチコースを受講
すると3パターンに分かれます。①やる気・計画性・実行力・学習効果が飛躍的に高まるタイ
プ②やる気・計画性・実行力・学習効果に一定の高まりがみられるタイプ③やる気が出ず・無

計画・実行できない・学習効果も低く時間とお金の無駄になるタイプ。割合は①20%②60%
③20%程度です。現状の点数が100点でも0点でも今の成績には一切関係なく①②③に分
かれます。2週間無料体験ではお子さんがどのタイプかを測定し保護者様にお知らせします。

カリスマ教師の田中がカリキュラムと時間割を決定しガチガチに徹底管理しながら、徐々に自立を促します。カリスマ教師の田中がカリキュラムと時間割を決定しガチガチに徹底管理しながら、徐々に自立を促します。

もしも１つでも当てはまるなら

をお申し込み下さい！

2週間無料体験!
（学習効果測定）
2週間無料体験!
（学習効果測定）

ただ頑張り方がわからないだけなんです。

お子さんは下記の項目に当てはまりませんか？

家ではスマホやゲームにハマっている

やる気がないとやらない

学校の宿題しかやらない

テスト前だけしか頑張らない

E-ラーニング等の目新しい教材は最初だけ喜んでやるが、そのうちやらなくなる

勉強を始めてもすぐ飽きる

計画性がない

うっかりミスが多い

ノートまとめに時間がかかる

漢字や英単語等の「アリバイ勉強」が多い

太字にアンダーラインをやたらに引く

「勉強しなさい」と言うと不機嫌になる

答え合わせは赤ペンで書くだけ

オープニングキャンペーン今月先着10名限定田中式メンタル&学習コーチング付
家庭教師コーチコース

2週間無料体験!

特別受講料を適用!

1

2

3

国・算

国・算・英

国・算・英・理・社

12,000円

18,000円

24,000円

11,500円/月
16,500円/月
21,500円/月

小学生コース小学生コース小学生コース小学生コース
国・数・英から２教科

国・数・英

国・数・英・理・社

14,000円

21,000円

28,000円

13,500円/月
19,500円/月
25,500円/月

中学生コース中学生コース中学生コース中学生コース
国・数・英から２教科

国・数・英

※表示はすべて月額料金です※表示はすべて月額料金です

19,000円

28,500円

18,500円/月
27,000円/月

高校生コース高校生コース高校生コース高校生コース

大人気の 大人向けマンツーマン研修

　　　話し方、聴き方、考え方で

勝負するつもりですか？
本当に
その

間違いだらけのあなたを改革すれば目に見える成果が出ます。

入会金　 初回無料体験＆カウンセリング20,000円 月1回 50分 9,900円/月額

みりょクマ

「好条件で就職・転職したい」
「人に好かれたい」
「いつまでも若く美しくありたい」
「子供・部下・自分のやる気を引き出したい」

「褒め・叱りの達人になりたい」
「リーダーシップを発揮したい」
「仕事で成果を出し昇進したい」

　円0

入会金20,000円　0円!

今月先着10名限定今月先着10名限定

企業研修成果を上げる「会社企業 人材開発研修」
実績多数！

2016/2017/2018/2019年に研修を実施したコンテンツの例：　　　　　
新入社員研修｜今どきの新入社員トリセツ研修｜叱り方・叱られ方研修｜アイディア発想力強
化研修｜成果追求スパルタ研修｜メンタルコーチング研修｜メンタルトレーニング研修｜先
輩リーダー研修｜管理職研修｜ロジカルシンキング研修｜マネジメント研修｜人間関係構築
力養成研修｜人に好かれる聴き方・話し方研修｜女性の魅力アップ研修｜男女の思考差異理解
研修｜人を動かすチカラ養成研修｜サービス力向上研修｜意識高揚トーク力養成研修｜やる
気を引き出す聴く力養成研修｜潜在能力開発研修｜人に好かれる顔と言葉研修｜問題解決能
力アップ研修｜考え方のリフレーミング研修｜他　
御社の社員が抱える問題を百戦錬磨の田中がオーダーメイドで解決します。

潜在能力を引き出し、成果を追求する徹底スパルタコース。他
の企業研修における具体例も、プライバシーポリシーの範囲
内でお知らせします。

ビジネスで成功したい、成果を上げたい方に

潜在能力開発・
　　成果追求コース
ひとりひとりの潜在能力を引き出し
成果を追求するスパルタコース

C

企業研修の対応形態 ①企業に訪問（平日午前・午後） ②インターネットLIVE（日本全国）

個別研修料金 9,900円（50分）/1名 集団研修料金 6,600円（50分）/1名

1,500名突破記念
キャンペーン

初回体験＆カウンセリング 無料0円
入会金 1名20,000円　 無料0円

　 「先輩リーダー研修コース」、　 「管理職研修コース」もご用意しております。D E

小・中・高・大学生・社会人・レディースの教育に四半世紀
携わってきた研修官の田中が新人及び女性の能力開発に
おける課題を解決。他の企業研修における具体的な成功
例も、プライバシーポリシーの範囲内でお知らせします。

新人や女性の能力を

最大限に引き出す最新のスキルを。

新入社員研修コース
女性社員研修コース

A

B

日本全国どこでも受講可能！
インターネットマンツーマン
個別研修コースもあります。

日本全国どこでも受講可能！
インターネットマンツーマン
個別研修コースもあります。

無料体験＆カウンセリングのお申し込みは今すぐ!ライン＆メール＆ホームページにて受付中!無料体験＆カウンセリングのお申し込みは今すぐ!ライン＆メール＆ホームページにて受付中!

HPのお問合せフォームか、メール・ライン・電話でお問合せ下
さい。ご返信は翌日以降の開講日になることもあります。極め
て多忙のため、お電話に出られないことが多々あります。

@newschoolx.co.jp簡単メール
お問い合わせ
（24時間受付）

簡単LINE
お問い合わせ
（24時間受付） 0564-83-9987お問い合わせ電話番号（六名校）

受付：17時30分～21時30分（火～金）

okashin.zemi@gmail.com  

ニュースクールエックス 検索
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