
オンラインよみかきそろばんくらぶ

入会案内

よみかきそろばんくらぶ
オンラインでおけいこよみかき

そろばん
くらぶ

よみかきそろばんくらぶにお問い合わせいただき、ありがとうございます。
本入会案内は、よみかきそろばんくらぶを知るための資料としてご利用ください。

なお、入会前には利用規約も併せてご覧ください。



1 おけいこ内容・指導について

幼児

そろばん

3 歳以上・お話ができる・静かに座れるお子さん・お子さんの出来ない姿も手を出さず見守れる保護者様

幼児用の3桁10珠そろばんから始めます。学習状況によって
は、数のお稽古や線のおけいこから開始します。また、九九の
暗唱もおこないます。

かきかた・よみかた

学習状況によっては、線のお稽古から始め、カタカナ、ひらが
なの硬筆をおけいこします。
なお、カタカナ学習を進めていく上で文字を読むおけいこも
開始します。
また、文字や文章の暗唱や書写も少しずつ進めていきます。

小中学

そろばん

幼児コース修了者あるいは、小学生以上、希望により年長から可能です。

23桁そろばんを用いておけいこします。九九を覚えたおこさん
は19×19をおけいこします。
また、珠算検定10級を取得したお子さんは暗算も並行してお
けいこします。
基本的に週1回ではありますが、幼児、小学へと長く通われた
お子さんは問題なく3級以上へと学習が進みます。

かきかた・よみかた

カタカナ、ひらがな、漢字の順に硬筆学習をします。文字をき
れいに書くことと同時に文字自体も覚えていきます。
また、毛筆について、希望制（主に特訓枠）となります。進度に
より定められた課題字を書きます。（毛筆は特に準備に時間が
掛かりますので予め用意しておけいこに臨んでください。）か
きかた学習が進むうちに文章を書く機会が増えていき、論語
などの書写、暗記であるよみかたの学習も並行することになり
ます。
言葉の学習も特訓枠にて用意しています。言葉の学習は言葉
の意味、類義語、ことわざ、文法など日本語の知識を学びます。
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※特に幼児のお子さんがお稽古するにあたり、保護者様の心持ちが非常に大切となります。
お稽古中は、講師とお子さんがコミュニケーションを行います。保護者様はお声を掛けたり、指示や補助をなさらないようお願いいたします。保護者
様がお稽古中お部屋から退室されるくらい預けていただける方が成長がスムーズに行われます。最初は出来ない（時には泣いてしまうことも）ながら
も少しずつ自立し、出来ることが増えていきます。当教室へはそのようなコミュニケーションの成長も含め預けてくださいますようお願いいたします。



特に幼児や小学低学年からスタートする場合、そろばんやよみかた・かきかた学習以前にコミュニケーション
の能力が育っていません。
「今日はテキストの何ページから始めるの？」「答えをカメラに向けて先生に見せて」「後片付けをしましょう」
「返事をしてね」これら全てが最初は育っておらず満足に出来ません。それを徐々に出来るように指導するとこ
ろから始めますので出来ないからといって保護者様は介入なさらないようお願いします。
また、その姿は大変無駄な時間のように感じますが、これから長い年月学習するにあたっての基礎の基礎能力
となりますのでどうか気長に見守っていただきますようお願いいたします。

お子さんが指導者に向き合うことは今後お稽古を進めていくうえで大切なものとなります。どうか、保護者様が
代弁して答えたり、保護者様がお子さんに指導したり、保護者様に返事を求めるお子さんに応えないよう離れ
てお過ごしくださいますようお願いいたします。

同じ分野を何回もすることがあります。繰り返しすることで、はじめは少ししか出来ないものがしっかりできたり、
正確に出来るようになったり、進歩していきます。

幼児→小中学の順にステップアップしていきますが、これは、カリキュラムの進み具合で自動的に移行します。

あまり急がず、お子さんが出来るようになった事柄をほめてください。特に幼児さんは、気分の波が激しいです。
疲れている、眠たいなどその日の体調により良くできる時、出来ない時があります。（極端な場合何もしない場
合があります。）
しかし、長く続けていると集中力もつきますし、自分を律する力も付いてきますので、続けることが大切です。
保護者様や講師の励ましやほめることによりやる気が出てきます。

小学生であっても本当にスムーズにお稽古できるまで数か月要します。
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基礎の基礎能力育成について大切なお願い

保護者様へ 社会性、コミュニケーション能力



2 会費について

会費は、科目・プラン・コース・クラスの組み合わせにより決まります。

：そろばん1科目、よみかき1科目、よみかきそろばん2科目 
：プラン１（指導枠月3回,特訓枠月2回,検定枠月1回）、
  プラン２（指導枠月6回,特訓枠月4回,検定枠月2回）
：グループ個別コース、セミ個別コース、完全個別コース
：幼児クラス、小中クラス

科 目
プラン

コース
クラス

●
●

●
●
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入会費

Ⅰ早割

入会時初回に限りおひとりあたり11,000円

･体験終了時から翌日までにご入会を決定された場合、 
4,400円引き

Ⅱ家族割

ご家族が同時にご入会を決定された場合、年齢が下の
ご家族5,500円割引の適用もございます。

年会費（教材費・システム利用料・検定料・協会費）

そろばんについて

教 材 費
システム利用料

：年4,400円（1科目、週1回プラン）
：年4,400円（1科目、週1回プラン）

検定料 ：年3,960円（1科目）
協会費 ：年2,200円

※教材は、進級状況により、PDF形式でダウンロード利用ができます。 
※年会費は、入会月（更新月）から、1年ごと、プランごとのお支払いとなります。（支払毎に1年未満の休 会・退会、科目変更においてもご返金はできか
ねます。）
※検定もカリキュラムの一環と捉えております。会員は全員、検定協会の登録をお願いしております。オンライン教室は集中することが多く、目標がな
いと短期間で飽きがくることがございます。検定は良い目標となります。
※検定料と協会費は一般社団法人日本珠算協会へ当教室を通してお支払します。 
※協会費はプランに限らず年間2,200円です。

そろばんをお持ちでない場合、タッチデバイスを利用した無料のアプリ版を用意しております。
入会時にお買い求めいただくことも可能ですが、なるべくご家庭で用意をお願いしております。

※詳しくは利用規約をご覧ください。

※家族割は、ご家族が別日で入会の場合も適用いたします。
※各種費用は、日割り、途中返金が出来ませんのでご注意く
ださい。
※各種割引キャンペーン入会の場合、重複してキャンペーン
割引を適用することはできません。



月会費（指導料・事務費）

【グループ個別コース】

※いずれのコースも振替可能です。（指導枠）
※毎月無料特訓講座（特訓枠2回・検定枠1回）が2回受講可能となります。（振替はできません。）
※特訓講座は各回約15分あるいは約25分程度です。
※定員は「固定枠定員」を指します。グループ個別コース、セミ個別コースは、振替枠確保のため固定枠の他に各々振替枠定員1名分を設定します。
※完全個別コース、セミ個別コースの方が振替をする場合は、その他のコース、クラス生徒を含む指導枠にて振替することになります。

①小中クラス：
指導枠月3回50分/回(定員4名)＋特訓枠
月2回＋検定枠月1回
②幼児クラス：
指導枠月3回40分/回(定員4名) ＋特訓枠
月2回＋検定枠月1回
※5歳未満はグループ個別コースを選択
できません。

①小中クラス：
指導枠月3回50分/回(定員2名)＋特訓枠
月2回＋検定枠月1回
②幼児クラス：
指導枠月3回40分/回(定員2名)＋特訓枠
月2回＋検定枠月1回
※4歳未満はセミ個別コースを選択でき
ません。

①小中クラス：
指導枠月3回50分/回(定員1名)＋特訓枠
月2回＋検定枠月1回
②幼児クラス：
指導枠月3回40分/回(定員1名)＋特訓枠
月2回＋検定枠月1回

【セミ個別コース】 【完全個別コース】

検定について

検定料・協会費については、一般社団法人日本珠算協会が取り扱っております。 
（よみかたかきかたは、一般社団法人日本珠算協会傘下の日本読み書き協会）

当教室では、検定セットにより年会費以外の料金追加が一切なく下記の扱いとなっております。
●「そろばん」あるいは、「よみかたかきかた」それぞれ月1回分、級位、段位に関係なく毎月受検可能
●3か月分の繰り越し可能
●検定に不合格した月のうちであれば、一度再受検可能

下記の検定が可能です。
●そろばん：珠算検定、暗算検定、九九検定、応用算検
●よみかたかきかた：硬筆検定、書写検定、言葉検定、毛筆検定
※一部リニューアル・準備中の検定がございます。

Ⅰ科目・回数割

そろばん・かきかた（よみかた）両方あるいは週2回受講によりお支払額から月合計550円割引します。

Ⅱ家族割

兄弟（親子）で入会している場合、年齢が下の方のお支払額から月550円割引します。
例えば、ご家族3人入会の場合は、お二人分に割引適用されます。
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月指導料：4,400円
（1科目、プラン1）

月事務費：1,100円
（1科目、プラン1）

月指導料：8,800円
（1科目、プラン1）

月事務費：1,100円
（1科目、プラン1）

月指導料：18,700円
（1科目、プラン1）

月事務費：1,100円
（1科目、プラン1）



3 お支払について

お支払方法は、クレジットカード決済によりお願いしております。
入会ご希望の方は下記アドレスよりお進みください。
 　https://online-yomikakisoroban.com/join.php
お支払い詳細を確認の上、クレジットカード決済をお願いします。
決済後、教材やおけいこ時間や曜日の案内をします。

※月会費と年会費2種類の決済をお願いしております。
※希望により、月会費決済と年会費決済で別カードにて決済可能です。
※退会により自動課金はお止めします。
※クレジットカード決済手続きの際に入力いただく項目がございます。（お名前、住所等）
その項目を基に体験時入力情報と照合いたします。その後会員情報として取り扱わせていただきます。
個人情報の取り扱いに関しまして、別途「個人情報の取り扱い」を参照ください。
※月の途中入会の場合、週毎に起算週を設定します。そこから1ヶ月サイクルで月会費をお支払いいただいております。
※会費は入会案内にて明記しておりますので、別途毎月の明細はございません。
※領収書発行サービスは行っておりません。クレジットカード会社の明細をもって領収書の発行に代えさせて頂きます。教育資金贈与制
度をご利用の方はカード記録を利用した申請をお願いいたします。
※一旦納入された会費等は出欠を問わず返金いたしかねますのでご了承ください。しかしながら納入分の授業は振替可能です。
※会費等の引き落としについては、講師は担当しておりませんので、お答えできません。
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4 ご入会後の決まり事について

１．指導枠（固定枠）
基本的に決まった曜日と時間に固定枠として受講しますので変更以
外は予約の必要はございません。
２．通常受講時の振替
欠席前後30日以内に振替可能となります。
※欠席の理由は問いません。
※受講した日であっても通信不良や体調不良等により受講を満足
に出来なかった時間分振替可能です。
※振替はあくまで希望する方へ提供するものです。
※特訓枠、検定枠はあくまで無料提供枠ですので振替はございま
せん。
３．欠席連絡について
授業を受ける予定の固定枠（あるいは振替予約した枠）に対して授
業開始10分前までに連絡のない欠席をした場合は他の方の振替
枠がなくなる（あるいは講師が待機することになる）ことから出席扱
いとします。振替出来なくなりますので欠席連絡してください。
４．振替方法
5分程度の遅刻や機材の不調はその日のうちに授業を延長して受
講できます。
20分程度までの遅刻や機材の不調は数日に分けて5分ずつ振替消
化します。
20分以上、授業時間全てお休みになった場合は後日振替を行えま
す。
※振替は申請がなければ実行されません。よみかきそろばんくらぶ
のホームページから予約フォームを利用して申請してください。
※急な講師の体調不良に伴う休講や時間変更など緊急連絡を要す
ることがありますので、入会申込フォームに正しく記載された保護
者様（生徒）の電子メールアドレス、携帯番号・SMSのご用意をお願
いします。お届け済みの電話番号・住所等に変更が生じた場合は速
やかに本部までご連絡をお願い致します。ご登録が無い場合、緊急
連絡が付かないことがあります。連絡が取れない場合の不都合につ
いては責任をおえませんので、ご注意願います。
５．コースについて
お子さんの自立を促す必要があるため、保護者様はお子さんを見
守る程度に留めていただくようお願いしております。
保護者様が授業に参加される場合は、完全個別コースのみの選択
となります。

詳しくは利用規約「休会」「退会」を参照ください。
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振替授業、予約、休校などについて 休会・退会について

教室のルール（禁止事項）

受講内でのお子さん、ご家族の行いによっては、他の生徒さんへの
影響を考慮してやむを得ず退会していただく場合がございます。本
項目は利用規約を具体的に表記したものです。
1．他人に迷惑をかける行為私語が多い、奇声を発する、声が大きす
ぎる、出歩く、受講中に他の事をする、誹謗中傷、いじめ、暴言など。
2．授業に不適切なものを手元に持ってくる。（刃物、ゲーム、マンガ、
タバコ、酒など）
3．風紀を乱す身だしなみ（明らかに派手な染髪、奇抜な髪形や服
装、華美なピアスなどの装飾品など）
4．受講の関係者以外の人間を許可なく画面に表示、あるいは音声
を発する行為。家庭内の音声にはお気を付けください。
5．意欲が著しく低下した状態が続く、まったく稽古に手を付けなく
なった、悪口が極端に多くなった、自分は辞めるという言葉が多い
などの発言。
6．教室スタッフの指示や注意を聞かない、暴言。
7．教室では責任を負えなくなる行為、突然いなくなる、画面外に出
て行ってしまうなど。
※基本的に注意・警告の段階を経ても直らない場合、退会となりま
す。あまりにルール違反が顕著な場合、即時退会していただく場合
があります。
8．授業に講師の許可なく生徒の保護者が補助をする、声を発する
行為。生徒の成長の阻害、他の生徒への迷惑行為となってしまいま
す。
9．お稽古の様子を講師、その他会員等含め、撮影、録画、録音するこ
と。
10．そのほか利用規約に準じます。



5 体験、入会から受講の具体的な流れ

入会の流れ

※テキスト、道具（そろばんや硬筆や毛筆道具）、鉛筆（そろばんは短いもの、かきかたは2～8B程度）、赤ペン、必要に応じて練習用の用紙、便利なも
のとしてスマートフォンスタンド（あれば。スマートフォンやタブレットの場合）
※パソコンであればカメラが内臓されているか、外づけする必要があるか確認しておいてください。
※スマートフォン、タブレットでも十分おけいこ出来ます。
※ご兄弟親子別々の端末で同室受講する場合、共鳴してしまうのでどちらかのオーディオを切断してください。
※ブロードバンド環境（ネット常時接続）である必要があります。
※接続ホスト（管理人）やサポーターが常に入室しております。

ご不明な点がございましたら、本部にお尋ねください。

通常時お稽古の流れ

入会の場合

1．当サイトの体験申し込みフォームにご記入お願いします。（済）
2．資料をお送りします。本入会案内をよくお読みください。
3．体験授業（通常より短縮授業）とともに入会案内をいたします。
※入会しなかった場合、貸し出しの10玉そろばんを除き、お送りしたものは特に返送しなくても構いません。

1．事前にこちらから電子メールにて入室招待状URLを送ります。
2．URLをクリックして入室してください。
3．初回のみzoomアプリの自動ダウンロードが始まりますので承認してください。環境にもよりますが1分以内です。（スマートフォン
は各種アプリストアよりダウンロード。）
4．スムーズなおけいこのため、フルネームでの名前変更をお願いします。
5．お稽古時間まで待機室でお待ちいただきます。
6．入室後、オーディオやカメラの許可をお願いします。（https://online-yomikakisoroban.com/howto01.php）
7．カメラは手元が映るようにしてください。（そろばん、テキスト等）

お稽古に必要な環境

●通信端末：出来ればパソコンの用意をお願いします。スマートフォンでも可能です。2台同時に使用して、片方を手元を映すもの、
片方を生徒を映すものとしても構いません。
●具体的な環境については、zoomホームページを参照ください。2～3年以内に新品で購入されたものであればほぼ問題なく使用
できます。
●ブロードバンド通信環境：定額の通信環境を推奨します。
●カメラ、マイク：パソコンやスマートフォンに標準で付属しているカメラ、マイクも可能ですが、理想としてイヤホンマイク（ヘッドフ
ォンマイク）は、集中のためにとても有効です。
●教材：体験時の教材はメールにダウンロード可能なリンクをお送りいたします。教材をスマートフォンで確認しながらパソコンに
てお稽古するか、教材をプリントアウトしてご用意ください。
●準備いただくもの：科目毎に必要な教材（そろばんや鉛筆、筆など。）、白紙の用紙（メモや計算、答案用紙としてご使用いただきま
す。）、筆記用具、赤ペン（色鉛筆、ボールペン、フェルトペンなんでも可）

4．入会ご希望の方は下記アドレスよりお進みください。
 　https://online-yomikakisoroban.com/join.php
5．お支払い詳細を確認の上、クレジットカード決済をお願いします。
6．決済後、教材やおけいこ時間や曜日の案内をします。
7．初回授業開始。
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よみかきそろばんくらぶは、「特定商取引に関する法律」第11条（通信販売についての広告）に基づき以下のとおり明示します。（日本国内法）
サービス名称：よみかきそろばんくらぶ　事業社名：株式会社JapanClubUnity　代表者：増田俊太郎
サービス内容：オンラインお稽古サービス　本店所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F
事務局：埼玉県さいたま市西区植田谷本137-1-2-404
電話番号：050-5491-6061　070-5546-5878　受付時間 平日9時~19時
※電話受付後、必要に応じて、折り返し電話（あるいはメール返信）いたします。
ホームページ：https://online-yomikakisoroban.com/
メールアドレス：online.yomikakisoroban@gmail.com　info@online-yomikakisoroban.com　
お支払方法：クレジットカード  
お支払い時期：手続き完了日に課金され、以降お手続き完了日を基準に月毎、年毎に自動課金となります。ご請求日は各カード会社により異なります。
退会（解約）について：退会フォームより、退会申請日25日以降の希望する決済日（自動課金日,口座振替日）の支払いが止まります。
退会申請日24日以内の決済日（自動課金日,口座振替日）の支払い停止を希望した場合、退会申請日25日以降の直近の決済日（自動課金日,口座振替
日）より支払いを停止します。商品の性質上、お支払い済額や請求済み額の返金や取消ができませんのでご注意ください。
販売価格：入会案内や入会フォームに明記しております。
消費税：表示価格には消費税が含まれています。
商品について:教材（お稽古、検定は全てオンラインで行います。）・サービス（基本的に定期支払購入となります。入会案内や入会フォームに明記して
おります。）

※万が一利用規約と相違があった場合、利用規約が正しい内容となります。

お問い合わせはこちらから

online.yomikakisoroban@gmail.com
info@online-yomikakisoroban.comhttps://online-yomikakisoroban.com/

ホーム
ページ メール
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