
カウンセリング&体験レッスン付き

スクール説明会

間もなく開始



行動できる人は10％

おめでとうございます！

あなたは
上達のための
最初の一歩を
踏み出しました！



じゃかるたインドネシア語レッスン 代表

清水 純子

• 1996年から現在までインドネシア在住

• インドネシア大学語学留学修了

• ジャカルタで日本人向け教室主宰

• 翻訳通訳実績1,000件以上



5つの特徴



安心のサポート体制

1.

2.



選べる3つのコース

1. VIPコース

2. スタンダードコース

3. ライトコース



•個別レッスン

•グループセッション

•個別カウンセリング

•チャットワーク学習相談

•生徒さん専用サイト

＊ライトコースは除きます

共通コンテンツ



• オリジナル書籍と厳選ネット記事を使用

１．初歩～初級～中級

２．中級～上級

個別レッスン

• 専門教育を受けたインドネシア人／日本人講師が担当



生徒さんが集まる機会
• 月1回日時調整・テーマを決め開催

今までの例：

首都移転、インドネシアのコロナ

インドネシアの自然災害、

インドネシアのラマダーン月の歌

VIPコース・レギュラーコース
共通コンテンツ

グループセッション



• １回50分間×２回、Zoomで

• 日時は毎回ご相談

VIPコース・レギュラーコース

共通コンテンツ

私にご相談

ください。

個別カウンセリング
レッスンの進み具合や勉強の仕方をご相談
インドネシア語の補習としてもご利用できる



VIPコース・レギュラーコース

共通コンテンツ

私にご相談

ください。

チャットワーク学習相談
レッスンの進み具合や勉強の仕方をご相談
文法で分からないところなどを聞ける

• 文法での疑問

• 気が付いた時、忘れないうち
にすぐチャットで



生徒さんだけが限定アクセス

教材、特典などダウンロードできる

学習のための動画が見れる

過去のグループセッションも見れる

VIPコース・スタンダードコース

共通コンテンツ

生徒さん専用サイト



VIPコース限定コンテンツ

最初と最後のレッスンで6つの能力をチェック

1.発音とイントネーション

2.応答スキル

3.会話構成

4.文法レベルと正確さ

5.回答内容と適切さ

6.語彙力

何の能力を伸ばしたら
いいのか一目瞭然！！

最初と最後のチェックテスト



VIPコース スタンダードコース ライトコース

個別レッスンのみ

・ 分

・ 分

・

3

月1回のグループセッション

全2回の個別カウンセリング

チャットワーク学習相談

会員専用サイト

最初と最後のチェックテスト

1

月1回のグループセッション

全2回の個別カウンセリング

チャットワーク学習相談

会員専用サイト

3つのコースの比較



• 週3回までできる個別レッスン（全36回）

• 月1回のグループセッション（全3回）

• 全2回の個別カウンセリング

• チャットワーク学習相談（回数無制限）

• 生徒さん専用サイト

• 最初と最後のチェックテストとアドバイス

VIPコース



• 週1回までできる個別レッスン（全12回）

• 月1回のグループセッション（全3回）

• 全2回の個別カウンセリング

• チャットワーク学習相談（回数無制限）

• 生徒さん専用サイト

• 最初と最後のチェックテスト（オプション、料金別）

スタンダードコース



•レッスン10回分チケット

•レッスン5回分チケット

•レッスン1回分チケット

ライトコース



1か月目 2か月目 3か月目

• か月目の月末修了

•

•

• 1 1

ゆっくり期間があります
• 毎年12月15日～1月15日、6月15日～7月

15日、および断食月頃はゆっくり期間

（ゆっくり対応の期間）を挟むので、
この時期にご入学いただくと4か月間在
籍していただきます。

学期スケジュール

学期はVIPコースと
スタンダードコース
に適用します



こんな方におススメ



特典プレゼント 全コース共通

清水純子著PDF書籍

• インドネシア語初級教本
（1,250円相当）

特典１



特典プレゼント
VIPコース

スタンダードコース

清水純子著PDF書籍

語学で独立
（1,250円相当）

特典２



特典プレゼント
VIPコース

スタンダードコース

清水純子著PDF書籍

ラマダーンとインドネシア語
（1,250円相当）

特典３



特典プレゼント
VIPコース

スタンダードコース

本庄浩一郎さん著PDF書籍
インドネシア語検定C級レベル

インドネシア語単語カード２
初級編2022年版
（サンプル版967語収録）

特典４



特典プレゼント
VIPコース

スタンダードコース

本庄浩一郎さん著PDF書籍
インドネシア語検定D級レベル

インドネシア語単語カード１
入門編2022年版
（1401語収録）

特典５



特典プレゼント

お茶会通年参加権
• 期を越えた交流ができる

• 日本やインドネシアに住むコース生との繋がり

（卒業後もずっと♪）

全コース共通

（ライトコース制限あり）

特典６



スクール説明会の本日中にご入学・決済いただいた場合

20,000
入学学期につきまして

• 直近月開始および次月
開始の学期にご入学か
つご入学学期内にご利
用の場合に有効です。

本日限定特典

本日日本時間23：59（ジャカルタ時
間21:59）までにお申し込みと決済
いただいた場合が対象です。

＊本特典はライトコースは除きます



明日までにご入学

10,000
入学学期につきまして

• 直近月開始および次月
開始の学期にご入学か
つご入学学期内にご利
用の場合に有効です。

明日と明後日ご入学限定特典

対象日の日本時間23：59（ジャカ
ルタ時間21:59）までにお申し込み
と決済いただいた場合が対象です。

明後日までにご入学

5,000

＊ライトk－スは
除きます



通常見積り VIPコース
週3回までできる個別レッスン（全36回） 6,000  × 36 ＝ 216,000円

月1回のグループセッション（全3回） 6,000  × 3   ＝ 18,000円

全2回の個別カウンセリング（全2回） 7,500  × 2   ＝ 15,000円

チャットワーク学習相談（回数無制限） 60,000円

生徒さん専用サイト 10,000円

最初と最後のチェックテスト 30,000円

計 349,000円



通常見積りスタンダードコース
週1回までできる個別レッスン（全12回） 6,000  × 12 ＝ 72,000円

月1回のグループセッション（全3回） 6,000  × 3   ＝ 18,000円

全2回の個別カウンセリング（全2回） 75,000  × 2   ＝ 15,000円

チャットワーク学習相談（回数無制限） 60,000円

生徒さん専用サイト 10,000円

最初と最後のチェックテスト 30,000円

計 175,000円



通常見積りライトコース
10回チケット 6,000  × 10 ＝ 60,000円

5回分チケット 6,000  × 5 ＝ 30,000円

1回分チケット 6,000  × 1 ＝ 6,000円

計 6,000 ～60,000円



体験レッスン参加者さん限定

3日間だけ特別割引料金
コース名 通常見積り 特割一括払い Rp 特割分割払い

VIPコース 346,000円 311,000円 Rp 36.000.000 328,000円

スタンダードコース 175,000円 157,000円 Rp 18.000.000 166,000円

ライトコース

10回チケット 60,000円 55,000円 Rp   6.400.000 ―

5回チケット 30,000円 28,000円 Rp   3.300.000 ―

1回チケット 6,000円 5,800円 Rp 680.000 ―

入学お祝い金
も進呈！

VIPコース・スタンダードコースは



お申込み方法１ ご案内メッセージ

２ コース内容をご確認

３ 申込書ご記入・お支払い・送信

４ 入学完了メッセージ

５ チャットワークで詳細のご案内

６ レッスンの開始

入学完了後、すぐ

にレッスンの日時

を決められます。



受講生さん達成例

インドネシア語検定B級

合格。国内旅行が楽し

め、現地の奥深くが見

えるようになりました。

赤坂妙栄さん
主婦、兵庫県

インドネシア語は趣味。

インドネシアの文化や

歴史も学べ、語学の理

解が深まりました。

加藤健司さん
会社員、ジャカルタ

椿本拓也さん
パート、大阪府

インドネシア語は仕事

で使っています。語彙

が増え、アジアに繋が

る喜びを感じています。

子供と一緒に参加しま

した。子供が生活の中

で私を頼らず自分で話

せる機会が増えました。

山田麻理さん
会社員、ジャカルタ
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