２０１８年度【後期】 進学館プライベートスクール烏丸御池校 指導要項一覧
【新入学用】

◇教材費以外は税抜表示となっております。

学年

講座名

科目

曜日

時間

算数オリンピック数理教室
アルゴクラブ

数理センス
図形センス

金

17：00～18：30

数理センス
図形センス

土

10：30～12：00

算数オリンピック数理教室
ALGO in English

数理センス
図形センス
英会話

土

16：00～17：30

図形の極

図形

週１回 ５０分 （別紙を参照）

１セット \7,500＋テキスト代（級ごとに１冊\1,296～1,620）

わくわく文庫

速読・速聴

週１回 ５０分 （別紙を参照）

¥2,700

玉井式国語的算数教室

算数

週１回 ５０分 （別紙を参照）

Eeそろばん

そろばん

週１回 ５０分 （別紙を参照）

プライベート特訓（個別指導） ㋢

目的別
オーダーメイド

週１回 ９０分 （別紙を参照）

ルートD
（完全1：1の選抜制個別指導）

最難関中対応オーダーメイド
＋
単科講座無制限受講可

週３回 ９０分 （別紙を参照）

¥6,600

初めての方はビギナークラスをご受講ください。

算数オリンピック数理教室
アルゴクラブ （ビギナー）
NEW

小１
小２
小３

NEW

メイン

NEW

小４

NEW

メイン

NEW

小５

洛北・西京附中受検専門
ステージSR ㋢
アルゴクラブ アドバンス
（アルゴクラブを修了した方のみ）
算数オリンピック数理教室
ALGO in English

月々

教材費

¥500
\4,860（税込）
※初回のみ

¥15,000

月々

¥1,000

月々
¥1,500
※動画閲覧料込み

¥7,000

\1,728（税込）
必要に応じて購入

１セット \4,500＋テキスト代（級ごとに１冊\540）
¥17,000

¥125,000

必要に応じて購入

月々

¥5,000
月々 \2,500
※下記参照

必要に応じて購入

算数・国語

金

17：00～19：55

¥21,000

数理センス
図形センス
数理センス
図形センス
英会話

金
（月２回）

後期

\7,020（税込）

18：00～19：40

¥5,500

月々

¥500

不要

土

16：00～17：30

¥15,000

月々

¥1,000

\4,860（税込）
※初回のみ

図形の極

図形

週１回 ５０分 （別紙を参照）

１セット \7,500＋テキスト代（級ごとに1冊\1,620）

わくわく文庫

速読・速聴

週１回 ５０分 （別紙を参照）

¥2,700

プライベート特訓（個別指導） ㋢

目的別
オーダーメイド

週１回 ９０分 （別紙を参照）

ルートD
（完全1：1の選抜制個別指導）

最難関中対応オーダーメイド
＋
単科講座無制限受講可

週５回 ９０分 （別紙を参照）

進研ゼミ 受験準備

算数・国語（作文）

月１回 （別紙を参照）

洛北・西京附中受検専門
ステージSR ㋢
アルゴクラブ アドバンス
（アルゴクラブを修了した方のみ）

算数・国語
理科・社会
数理センス
図形センス
数理センス
図形センス
英会話

算数オリンピック数理教室
ALGO in English

¥17,000

¥155,000

必要に応じて購入

月々

¥5,000

必要に応じて購入

進研ゼミ会員限定の講座です（別紙を参照）
月々 \2,500
※下記参照

火・木

17：00～20：50

¥28,200

後期 \11,880（税込）

金
（月２回）

18：00～19：40

¥5,500

月々

¥500

不要

土

16：00～17：30

¥15,000

月々

¥1,000

\4,860（税込）
※初回のみ

図形の極

図形

週１回 ５０分 （別紙を参照）

１セット \7,500＋テキスト代（級ごとに1冊\1,620）

わくわく文庫

速読・速聴

週１回 ５０分 （別紙を参照）

¥2,700

プライベート特訓（個別指導） ㋢
進研ゼミ 公立中高一貫校受検
洛北・西京附中受検専門
ステージSR ㋢
洛北・西京附中へ行こう
ユニット
難関レベル特訓算数SR ㋢
サンデープロジェクト
NEW
洛北特訓クラス／西京特訓クラス ㋢
個別指導（週１回）
NEW
洛北特訓コース／西京特訓コース ㋢
個別指導（月１回）
NEW
洛北特訓コース／西京コース ㋢
メイン

小６

指導関連費

月割学費

進研ゼミ 公立中高一貫校受検

目的別
オーダーメイド
算数・国語（作文）
理科・社会
算数・国語
理科・社会

週１回 ９０分 （別紙を参照）
月１回 （別紙を参照）

算数
４科
面接特訓
オーダーメイド
面接特訓
オーダーメイド
面接特訓
算数・国語（作文）
理科・社会

¥18,000

必要に応じて購入

進研ゼミ会員限定の講座です（別紙を参照）

月・水

17：00～20：50

¥28,200

月々 \2,500
※下記参照

土

13：00～15：50

¥12,000

月々

日
13:00～17:50
※月１回下記参照
１回７５分（月３回）
曜日・時間帯は入学時に決定
１回７５分（月１回）
曜日・時間帯は入学時に決定
週１回または月１回 （別紙を参照）

後期 \7,056（税込）

\1,500

-

\4,500/回

\500/回

-

\4,500/回

\500/回

必要に応じて購入

\4500/回

\500/回

必要に応じて購入

進研ゼミ会員限定の講座です（別紙を参照）

中１
～
高２

プライベート特訓（個別指導）

目的別
オーダーメイド

週１回 ９０分 （別紙を参照）

¥21,000

必要に応じて購入

高３

プライベート特訓（個別指導）

目的別
オーダーメイド

週１回 ９０分 （別紙を参照）

¥22,000

必要に応じて購入

＜注１＞㋢がついている講座は、入学試験（算国、基本的な内容の理解をみる問題が中心、2,000円/税込）が必要です。
＜注２＞小４～小６『ステージＳＲ』の指導関連費は、１ヶ月あたり2,500円（税抜）となり、前・後期２回に分けての納入となります。
後期…１０月納入（１０月～１月分）
なお、一旦納入頂いた指導関連費は返金致しません。予めご了承ください。
＜注３＞入学時には入学金が必要です。 ※アップ教育企画の他の部門にお通いの場合、または進研ゼミ講座の方は必要ありません。
小１～小３…10,000円（税抜）
小４～中３…20,000円（税抜）
高校以上…30,000円（税抜）

軽食タイムは18：45～19：05です

＜注４＞小４『ステージＳＲ』を受講される方は、『わくわく文庫』を週１回１コマ無料で受講していただけます。
＜注５＞小６ユニット講座『難関レベル特訓算数 ＳＲ』は、メイン講座『ステージＳＲ』を受講されている場合、学費が半額になります。
＜注６＞小６の後期開講講座（「ＮＥＷ」がついている講座）は、学費・指導関連費ともに受講された月から１月分まで一括納入となっています。（個別指導、サンデープロジェクト）
なお、原則として途中で受講をやめられた場合、返金はいたしません。予めご了承ください。
◇『サンデープロジェクト』は、『ステージSR』を取得している場合、学費・指導関連費は一括納入ではなく、月々の回数分でのお支払いとなります。
◆講座の追加など各種変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までに講座変更届をご提出ください。

◆進学館オープン模試の日は、授業は行いませんのでご注意ください。
ただし、１／１２（土）は授業を行います。
◆小４～小６のメイン講座で使用する「ＳＴＥＰ」の単元の予習（進学館在籍生対象）や
メイン講座の復習（講座取得者対象）に使用できるインターネット授業を標準装備していま
す。

※小６サンデープロジェクトの後期授業日程 9/23、10/21、11/18、12/9、1/13

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】
ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０
ＦＡＸ：０７５－２２３－６０１２

２０１８年度 『わくわく文庫』 指導要項一覧
時間帯Ａ

時間帯Ｂ

時間帯Ｃ

月

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

火

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

水

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

木

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

金

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

土

9：30～10：20

10：30～11：20

11：30～12：20

時間帯Ｄ

時間帯Ｅ

時間帯Ｆ

13：00～13：50

14：00～14：50

15：00～15：50

【わくわく文庫】
＜対象＞ 小１～小６
＜費用＞
学費（税抜）
週１回で月３回

2,700円

読書習慣と速読力を育むことができます！
『わくわく文庫』とは、簡単に言えば、パソコンによる朗読を聞きながら読書をして、
本のおもしろさ、楽しさを知ってもらうプログラムです。
本を１冊読み終える達成感により読書の喜びを知っていただきます。もちろんそれだけにとどまりません。
私たちが本を読むとき、活字を追うスピードは、人の話や朗読を聞くスピードよりも速くなっています。
そのスピードには個人差がありますが、慣れれば数倍の速度で読んだり聞いたりできます。
当然、速く読んだり速く聞いたりすれば、脳は情報を速く処理しようと大いに活性化されます。
殊に高速処理を得意とする右脳が活発に働き、集中力や記憶力を高め、学習にも大きな効果が期待できます。
わくわく文庫の朗読を聞くときには、一番心地よいと思う速度で聞くことが大切で、そのスピードがだんだん速くなっていくと、
脳の処理速度も増し、これが能力開発につながるのです。
読書が苦手なお子さま、もっとたくさんの本を読みたいお子さま向けに、読書の楽しさを知り、
知らず知らずのうちにどんどん本が読めるようになります。国語力が伸び悩んでいるお子さまはぜひご受講ください。

○入学時には入学金 小１～小３ 10,000円（税抜） 小４～小６ 20,000円（税抜） が必要です。
アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
○講座の追加など各種変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までに講座変更届をご提出ください。
○講座は週に何コマでも取得可能です。（ただし、曜日・時間は固定となります。）

日本・世界の名作をたくさんご用意しています。

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】
ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０
ＦＡＸ：０７５－２２３－６０１２

２０１８年度 『図形の極』 指導要項一覧
時間帯A

時間帯B

時間帯C

月

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

火

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

水

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

木

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

金

16：00～16：50

17：00～17：50

17：55～18：45

土

9：30～10：20

10：30～11：20

11：30～12：20

時間帯D

時間帯E

時間帯F

13：00～13：50

14：00～14：50

15：00～15：50

【図形の極】
＜対象＞小１～小６
＜進め方＞『図形の極』は、進級式となっております。（単元テストや進級テストで合格すると先に進むことができます）
小１・小２のお子さまは１０級、小３・小４のお子さまは９級、
小５・小６のお子さまは８級からの学習となります。原則、飛び級はできません。
なお、１０級・９級・８級ともに基本事項の確認となっております。
特に小５・小６のお子さまに関しましては、基本的な内容からの学習になりますので、
お子さまのレベルに合わない場合がございます。申し込み前に、必ず使用教材を担当者に確認してください。
＜費用＞
学費（税抜）
１セット（週１回で月３回）

7,500円

※教材費は１０級が1,296円（税込）、９級以降が1,620円（税込）です。
※１セット（週１回で月３回）追加するごとに、2,700円（税抜）が加算されます。

『図形の極』とは･･･
◆中学入試の重要分野である図形を、基礎から楽しく学べる“図形に特化した講座”です。
◆徹底した図形指導を個別形式で行います。集団授業ではありません。
自分のペースで、段階を踏みながら学習を進めることができます。
◆進級式(１０級～１級)の無学年テキストを使用します。
学年、年齢に関係なく、一人ひとりの理解度に合わせてテキストを進めていきます。無理なく実力を身につけられます。
（小１・小２のお子さまは１０級、小３・小４のお子さまは９級、小５・小６のお子さまは８級からの学習となります。）
◆美しいアニメーション映像の詳しい解説を、パソコン、タブレット、スマートフォンで視聴できます。
教室ではiPadを用いて、映像を視聴し、理解を深めます。
図形センスやイメージング力を身につけるのに非常に有用なアニメーションとなっております。
映像の視聴に必要なIDとパスワードを発行しますので、ご家庭でも視聴する事が可能です。
①図形問題を得意にしたい。
②低学年から集中力を養い、算数に対する興味関心を持ってほしい。
③中学入試に向けて、図形を基礎から鍛え、得点力を高めたい。（特に、灘・洛南・東大寺・西大和・洛北・西京の志望者）
このような方々にお勧めの講座です。
基本的な内容からのスタートとなりますので、高学年のお子さまは、お申込み前にテキストをご覧ください。
一人ひとりをしっかりと指導するため、各時間帯、定員がございます。先着順となりますのでお早めにお申し込みください。

○入学時には入学金 小１～小３ 10,000円（税抜） 小４～小６ 20,000円（税抜） が必要です。
アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
○講座の追加など各種変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までに講座変更届をご提出ください。
○講座は週に何コマでも取得可能です。（ただし、曜日・時間は固定となります。）

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】
ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０

２０１８年度 『玉井式国語的算数教室』 指導要項一覧
時間帯A

時間帯B

月

16：00～16：50

17：00～17：50

火

16：00～16：50

17：00～17：50

水

16：00～16：50

17：00～17：50

木

16：00～16：50

17：00～17：50

金

16：00～16：50

17：00～17：50

土

9：30～10：20

10：30～11：20

時間帯C

時間帯D

時間帯E

時間帯F

11：30～12：20

13：00～13：50

14：00～14：50

15：00～15：50

【玉井式国語的算数教室】
＜対象＞ 小１～小３
＜費用＞

１セット（週１回で月３回）

学費（税抜）

動画閲覧料・指導関連費（税抜）

7,000円

1,500円

※教材費は１冊1,728円（税込）です。
※週２回以上の設定はありません。

算数の文章問題にねばり強く取り組む力を育みます！
「計算はできても、文章題になるとできない。」という子が、高学年になるとぐんと増えます。
それは、低学年の間に、反射的な計算訓練やパターン的な問題ばかりを解き、じっくり読んで思考するという機会が
少ないからです。
しかしながら、５才～９才の子どもにとって、長い問題文を読んでじっくり考えることは容易なことではなく、
また、その訓練方法も確立していないのが実情です。
玉井式「国語的算数教室」カリキュラムは、子どもたちに「文字を読んで状況をイメージする力」が自然に
身に付くように開発されました。文章を読むだけでは、どうしてもわかりにくい長文問題も、
当初は美しい３Ｄ映像がイメージングを手伝います。その後、段階を踏んで映像の量は減り、
「先生と一緒に文章を読む」⇒「自分の力で文章を読み進め、解答する」というカリキュラムです。
全回を通じて一連の物語になっていながらも、中学入試に対応できるようになるための単元が織り込ま れています。

○入学時には入学金 小１～小３ 10,000円（税抜） が必要です。
アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
○講座の追加など各種変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までに講座変更届をご提出ください。

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】
ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０
ＦＡＸ：０７５－２２３－６０１２

２０１８年度 『Ｅeそろばん』 指導要項一覧
時間帯A

時間帯B

月

16：00～16：50

17：00～17：50

火

16：00～16：50

17：00～17：50

水

16：00～16：50

17：00～17：50

木

16：00～16：50

17：00～17：50

金

16：00～16：50

17：00～17：50

土

9：30～10：20

10：30～11：20

時間帯C

時間帯D

時間帯E

時間帯F

11：30～12：20

13：00～13：50

14：00～14：50

15：00～15：50

【Ｅeそろばん】
＜対象＞ 小１～小３
＜費用＞
学費（税抜）
１セット（週１回で月３回）

4,500円

※教材費は１冊540円（税込）で、初回は２冊1,080円（税込）をご購入いただきます。そろばん・検定試験は別料金となります。
※１セット（週１回で月３回）追加するごとに、1,500円（税抜）が加算されます。

進学館で、自宅で、目標を持って楽しくそろばんができます！
＜国際そろばん検定 合格証書＞
☆主催／一般社団法人 国際そろばん検定協会
後援／公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター（ＡＣＣＵ）
「国際そろばん検定」は、日本だけではなく、世界中のそろばん
学習者が受検できる検定試験です。
日本を代表する企業や、世界のさまざまな業種の企業が参加
しています。

○入学時には入学金 小１～小３ 10,000円（税抜） が必要です。
アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
○講座の追加など各種変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までに講座変更届をご提出ください。
○講座は週に何コマでも取得可能です。（ただし、曜日・時間は固定となります。）

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】
ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０
ＦＡＸ：０７５－２２３－６０１２

２０１８年度 『プライベート特訓』（個別指導） 指導要項
【平常月学費】

◇すべて税抜表示となっております。

学年

週１回

週２回

週３回

年長～小４

¥17,000

¥30,000

¥43,000

小５

¥18,000

¥33,000

¥47,000

小６

¥21,000

¥38,000

¥53,000

中１～高２

¥21,000

¥38,000

¥53,000

ターゲット校と主な指導コース
【小学低学年のコース】 灘・洛南特訓コース
【小学高学年のコース】
洛北特訓コース
西京特訓コース
灘特訓コース
洛南特訓コース
東大寺特訓コース
【中学生のコース】 堀川・西京・嵯峨野特訓コース
【高校生のコース】 京大特訓コース

高３以上

¥22,000

【平常授業時間割】

¥39,500

【高校生のコース】 京大特訓コース

¥55,500

※１コマ９０分です。曜日・時間帯は担当講師が相談させていただきます。

１時限目

２時限目

月～金曜日

17：15～18：45

19：05～20：35

土曜日

13：00～14：30

15：00～16：30

※授業後はそのまま残って自習できます。
※授業がない日でも自習できます。
（平日は21:30まで、土曜日は18:00まで）

○入学時には入学金が別途必要です。
年長～小３…10,000円（税抜）

小４～中３…20,000円（税抜）

高校以上…30,000円（税抜）

アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
○指導関連費は、学費に含まれております。
○教材費、各種試験料は、必要に応じて申込書をご提出頂きます。費用は学費と合算で口座振替いたします。
○講座の追加など各種変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までに講座変更届をご提出ください。
◆詳しくは、進学館プライベートスクール事務局までお問い合わせください。

担当講師について
お子様の指導を担当する講師は、原則、京都大学（大学院）の学生です。自ら
の受験の経験を熱く語りつつ、お子様の志望校の出題傾向に合った指導方法
で、親身になって授業にあたります（１対１、または１対２）。
講師には、洛北出身、西京出身、有名私学出身、女性講師など、多様な人材が
おりますので、教室責任者がお子様との相性を熟慮して、決定させていただきま
す。状況に応じて途中から担当講師を変更することも可能です。

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】
ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０
ＦＡＸ：０７５－２２３－６０１２

２０１８年度 『プライベート特訓』『ルートＤ』（個別指導） 指導要項
【平常月学費】

◇すべて税抜表示となっております。

『プライベート特訓』

『ルートＤ』

学年

週１回

週２回

週３回

年長～小４

¥17,000

¥30,000

¥43,000

小５

¥18,000

¥33,000

¥47,000

小６

¥21,000

¥38,000

¥53,000

中１～高２

¥21,000

¥38,000

¥53,000

高３以上

¥22,000

¥39,500

【平常授業時間割】

学年

小１～小３

週３回 （２７０分）
￥130,000

小４

週５回 （４５０分）
￥160,000

¥55,500
※１コマ９０分です。曜日・時間帯は担当講師が相談させていただきます。

１時限目

２時限目

月～金曜日

17：15～18：45 19：05～20：35

土曜日

13：00～14：30 15：00～16：30

※授業後はそのまま残って自習できます。
※授業がない日でも自習できます。
（平日は21：30まで、土曜日は1７：30まで）

○入学時には入学金が別途必要です。
年長～小３…10,000円（税抜）

小４～中３…20,000円（税抜）

高校以上…30,000円（税抜）

アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
○指導関連費は、学費に含まれております。
○教材費、各種試験料は、必要に応じて申込書をご提出頂きます。費用は学費と合算で口座振替いたします。
○講座の追加など各種変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までに講座変更届をご提出ください。
◆詳しくは、進学館プライベートスクール事務局までお問い合わせください。

担当講師について

『ルートＤ』とは？

お子様の指導を担当する講師は、原則、京都大学
（大学院）の学生です。自らの受験の経験を熱く語
りつつ、お子様の志望校の出題傾向に合った指導
方法で、親身になって授業にあたります（１対１、
または１対２）。
講師には、洛北出身、西京出身、有名私学出身、
女性講師など、多様な人材がおりますので、教室
責任者がお子様との相性を熟慮して、決定させて
いただきます。状況に応じて途中から担当講師を
変更することも可能です。

難関大学の医学部をめざして、ホンモノの英才教育
をおこなう究極の個別指導です。（資格試験があり
ます）
前灘高数学科教諭の新井先生、国語科教諭の納
先生が作問・監修した教材とテストを使用、灘中合
格者を指導したことのある専任講師、および経験豊
富な京大生・院生が完全１対１で飛び級指導をおこ
ないます。また、進学館の単科講座を無制限で利
用することができます。

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】

ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０
ＦＡＸ：０７５－２２３－６０１２

２０１８年度 進研ゼミ 受験準備・公立中高一貫校受検 指導要項一覧
【新入学用】
学年

◇すべて税抜表示となっております。
講座名

科目

曜日

時間

月割学費

小４

進研ゼミ
受験準備

月1回

算数
国語（作文）

土

9：30～11：20

進研ゼミ受講費
＋2,500円

小５

進研ゼミ
公立中高一貫校受検

月1回

算数・国語（作文）
理科・社会

土

9：30～12：20

進研ゼミ受講費
＋3,500円

週１回
（月３回）

算数・国語（作文）
理科・社会

水

17：00～19：55

進研ゼミ受講費
＋10,500円

小６

進研ゼミ
公立中高一貫校受検

月1回

算数・国語（作文）
理科・社会

土

13：00～15：50

進研ゼミ受講費
＋3,500円

○進研ゼミの講座を受講していただく際には、初回のみ登録料（2,000円/税抜）が別途必要です。
また、進研ゼミの講座を受講後、他の講座を受講していただく際には、入学金（20,000円/税抜）が別途必要です。（２・４・９月は除く）
○教材として、小４は『発展ワーク』、小５・小６は『ハイレベルテキスト』を別途使用します。
小４『発展ワーク』は春・夏・秋・冬の年４冊あり、1冊あたり1,008円（税込）です。
小５・小６『ハイレベルテキスト』は春・夏・秋・冬の年４冊あり、1冊あたり1,111円（税込）です。
○月１回クラスの授業日程（指定の土曜日となっております）
【小４】…8/25、9/15、10/20、11/10、12/8、（ここから2019年）1/26、2/16、3/9
【小５・小６】…8/25、9/22、10/27、11/17、12/15、（ここから2019年）1/26、2/23、3/16

この講座は、進研ゼミを受講しているお子様が対象の講座となります。
週１回コースと月１回コースのいずれか１つを選択していただけます。
通信教育のテキストの内容を、さらに膨らませた教材で指導していきます。
自習や質問をすることもできます。家庭学習の負担を軽くしていますので、
習い事の多い方や中学受検の学習を始めたばかりの方には最適の講座です。
※学校行事で授業に参加できない場合は、振替授業をご案内いたします。

夜の軽食タイムは18：45～19：05です。
（必要な方のみ）

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】
ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０
ＦＡＸ：０７５－２２３－６０１２

