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コース案内・レッスン料金

『モダンフロリスティック』

レッスン風景はコチラ

お花が大好き！レッスン始めてみたい！日本語で習いたい！方へ
ご安心ください、私のお生徒さんはフラワー初心者から初めてスタートされる方がほとんどです。
まずは楽しみながらのアレンジ始めてみませんか？

あらたな自分発見、素敵な癒し空間、体験しましょう！

■月２回、３回、４回 ／所要時間: 約1時間半〜２時間
■受講料 ／回：€46,73 + tax7% + 材料費*（約€10,00〜約€29,90）*花材料・花器は仕入れ値価格提供
■レッスン３人から／レッスン２人の場合１人様 €10,00 アップ（他レッスン生徒とのグループ化OK）

『親子deフラワーレッスン♪』

レッスン風景はコチラ

お子様ご自身が望まれた時や、お子様と一緒にフラワーレッスンしたい方へ
幼稚園のお子様はママと一緒に一つの作品を、小学生のお子様はママと別の作品にチャレンジ！
ナイフやはさみ等、お道具の使用がまだ危ないのでママと一緒にお花を切ったり、安全花カッターを使用します。
私が手取り足取り始終付きますのでママもお子様も安心して楽しんでいただける人気のレッスンです！
■月２回、３回、４回

／所要時間: 約1時間半〜２時間

■受講料／回：小学生以下 無料 + €46,73 + tax7% + 材料費*（約€10,00〜約€29,90） *花材料・花器は仕入れ値価格提供
小学生以上 €10,00 + €46,73 + tax7% + 材料費*（約€10,00〜約€49,90）
■他レッスンと振替えが可能です。（他レッスン生徒とのグループ化OK）
■レッスン 小学生以上のお子様: ２組から、小学生以下のお子様: ３組から／レッスン２組の場合１人様 €5,00 アップ

『モダンフロリスティック 中級』 レッスン風景はコチラ
少し人と違うスタイリッシュな作品を・少し大作にチャレンジしてみたい方へ
ホテルのロビーやブティックのショーウィンドウ用に、手に入りにくい特別の花材を使用するフロリスティックの理論
を重視したモダンコースです。スタイリッシュなお生徒さんに希望者が多い人気のコース、いつもの生活に少し気取っ
たお花の要素をとりいれてみては？
■月２回、３回、４回 ／所要時間: 約1時間半〜２時間
■受講料／回： €59,99 + tax7% + 材料費*（約€15,00〜約€49,90）*花材料・花器は仕入れ値価格提供
■レッスン2人から （他レッスン生徒とのグループ化OK）

『1dayレッスン』
記念日や特別な日にお花を飾りたい、カッコイイお花をプレゼントしたい、ランダムにお花を習いたい方へ
レッスンとはひと味異なるモダンアレンジをしましょう！
■所要時間: 約1時間半〜２時間
■受講料／回：€65,50 + tax7% + 材料費*（約€10,00〜約€29,90）*花材料・花器は仕入れ値価格提供
■レッスン2人から ／レッスン２人の場合１人様 €5,00 アップ（他レッスン生徒とのグループ化OK）
■キャンセルの場合は、レッスン日の1週間前の週の月曜日までに必ずお電話にて直接ご連絡いただきますようお願いい
たしま す。その後のキャンセルに関しましては、恐れ入りますが参加費（全額）をご負担いただくか、または代理の方
を立てていただきますようお願い申し上げます。
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『プライベートレッスン 2時間』
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〜自分だけの癒し空間〜 特別待遇や徹底的な集中を希望なさる方へ
齋藤恵理がマンツーマンで丁寧に指導させて頂きます。レッスン外でのお花の相談・対応も特別にカヴァー致します
■月１回、３回、４回 ／所要時間: ２時間〜
■受講料：１回 €113,00 + tax7% + 材料費*（約15,00〜49,99ユーロ）*花材料、稀に花器）は仕入れ値価格提供
*のち30分間毎に €30,00 +tax7%加算

例：２時間１分〜２時間３０分の場合は基本レッスン料 + €30,00

『体験レッスン』
■初回／所要時間: 約1時間半〜２時間
■受講料／回：€23,36+ tax7% + 材料費*（約€10〜約€29,90）*花材料・稀に花器は仕入れ値価格提供
■キャンセル：レッスン日の1週間前の週の月曜日までに必ずMLにて直接ご連絡いただきますようお願いいたします。そ
れ以後のキャンセルに関しましては、恐れ入りますが参加費（全額）をご負担いただくか、または代理の方を立ててい
ただきますようお願い申し上げます。

ご用意頂く物
ハサミ、ナイフ、新聞紙か卓上シート、ゴミ袋、（希望により安全カッター）
■希望により ハサミ約€8,9 ・ナイフ約€6,95・安全カッター約€4,95 をご用意いたします。
■花器は通常ご用意させていただいてますが、ご自身の花器使用希望は事前にお知らせください。
レッスン曜日・時間・振替日
月

火

水

木

金

土

:日曜 祝日要相談

午前

X

〇

X

〇

〇

〇

:10時〜11時スタート

午後

〇

〇

〇

〇

〇

〇

:14時〜15時スタート

夜

〇

〇

〇

〇

X

X

:夜時間要相談

振替日・退会・お休み
■レッスン日振替希望はレッスン日の３日前までML連絡にて可能です。3日以内の連絡は材料費負担。
■振替日は同月内で有効です。同月内で振替不可能な時のレッスン料は返金不可になります。
■退会・月毎のお休みは、退会・休み月の３ヶ月前に書面にてお申しでください。３ヶ月前以降は申し出月から３ヶ月
後の退会・休みとなるか、受講料が発生致します。３ヶ月以内の申し出の退会・お休みの場合は返金不可能。（例：１
０月末日退会は７月末日まで）
お支払い
■お月謝は毎月１日に自動講座引き落とし又は講座振込みで、材料費・人数によるアップ料金はレッスン毎に直接現金で
お支払いください。
その他
■受講中及び受講前後の道中の物品破損、損傷、事故、怪我において当スクールはいっさいの責任を負いかねます。
■公式ウェブサイト www.erisaito.com 内に作品写真（稀に姿写真）が掲載される事が有りますが実名が出される事は一
切ありません。
■毎月連続受講されない場合は『モダンフロリスティック』受講であっても『1Dayレッスン』の条件に相当します。
■当 SAITO[恵]RIフラワーレッスン案内・規約 2011は１年毎に更新されます。
■お子様の誕生・引っ越し・完全帰国の退会・お休み規約は変わりませんが、相談によりその他特別待遇致します。

SAITO[恵]RI
Eri Saito Christoph-von-Gluck-Platz 20,80807München, tel: 0176/49054952 email: info@erisaito.com
www.erisaito.com Ust-Id Nr.: DE261076702 Deutsche Bank BLZ 70070024 Kto.Nr.:1521780

ANMELDUNG
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Ich melde mich verbindlich für folgende Artikel an:
Artikel / Bezeichnung:japanischen Modern Objekt Blumen
Termin: zwei mal im Monat
Monatliche Gebühr: €100,00.Materialkosten: pro ein Unterlicht ca.€10,00,- bis €29,00.- gezahlt sind.
( ) Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen (siehe folgenden japanischen Satzngen und Anlagen)
Die Bezahrung erfolgt
( ) durch Überweisung an Eri Saito, Deutsche Bank, BLZ 70070024, Kto. Nr.:1521780
( ) durch Bankeinzug Hiermit erteile ich die Erlaubnis für oben genannte(n) Kurs(e) von meinem Konto Europe
Lastschrift einzuziehen
( )Dauerüberweisung auf Konto DE261076702 Deutsche Bank BLZ 70070024 Kto.Nr.:1521780
Bank
Kto.
BLZ
Vorname /Name
Straße
Tel.

PLZ
E.Mail

Datum / Ort

Unterschrift

Ort

申し込み
以下内容を授受します
内容：／月

回

時間：
月謝：
材料費：
月謝 支払い方法：
（

（

）講座引き落とし

（

） 講座振込み

）私は上記と別紙SAITO[恵]RIフラワーレッスン案内・規約に同意承諾致します。

氏名：
生年月日：

月

日

（１９

年）

住所：
電話番号：
Eメール：

Bank
Kto.Nr.:
BLZ

日付／地名
署名
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