
※上記の受講希望日時の枠内に〇をご記入ください。

▼受講日程▼　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　様 一般講座受講費
※教室維持費:毎月 \1,000

講座一覧
※テキストに沿って進めます

2022年 9:30
～

10:20

10:30
～

11:20

11:30
～

12:20

12:30
～

13:30

13:30
～

14:20

14:30
～

15:20

テキスト
代

講座名

11月

1 火 1限 ¥1,500 ¥2,500 8限

15:30
～

16:20

受講
時限
数

1限
料金

合計金額
(維持費含)

終了
目安

¥2,500 Windows10入門

2 水 2限 ¥1,500 ¥4,000 8限 ¥2,500 Windows10活用

3 木 3限 ¥1,500 ¥5,500 8限 ¥2,500休講日（文化の日） メール入門

4 金 4限 ¥1,500 ¥7,000 8限 ¥2,500 インターネット

15限 ¥2,500 Word入門 <初級>

6 日 6限 ¥1,450 ¥9,700 15限

5 土 5限 ¥1,450 ¥8,250

休講日
¥2,500 Word入門 <中級>

7 月 7限 ¥1,450 ¥11,150 15限 ¥2,500 Word入門 <上級>

8 火 8限 ¥1,450 ¥12,600 15限 ¥2,750 Word標準 基礎

15限 ¥2,750 Word標準 応用

10 木 10限 ¥1,400 ¥15,000

9 水 9限 ¥1,450 ¥14,050

15限 ¥2,500 Excel入門 <初級>

11 金 11限 ¥1,400 ¥16,400 15限 ¥2,700 Excel入門 <中級>

12 土 12限 ¥1,400 ¥17,800 15限

休講日

¥2,750 Excel標準 基礎

13 日 13限 ¥1,400 ¥19,200 15限 ¥2,750 Excel標準 応用

14 月 14限 ¥1,400 ¥20,600 15限 ¥2,700 PowerPoint <基礎>

15限 ¥2,500 PowerPoint <応用>

16 水 16限 ¥1,350 ¥22,600 15限

15 火 15限 ¥1,350 ¥21,250

¥2,750 PowerPoint標準 基礎

17 木 17限 ¥1,350 ¥23,950 15限 ¥2,750 PowerPoint標準 応用

18 金 18限 ¥1,350 ¥25,300 20限 ¥2,310 MOS Word

19 土 19限 ¥1,350 ¥26,650 20限 ¥2,310 MOS Excel

休講日
20限 ¥2,530 MOS PowerPoint

21 月 以降 ¥1,300 ×時限数

20 日 20限 ¥1,300 ¥27,000

25 金 1限 ¥3,000 Word・Excel初級

木 (50分) 授業料 内容

22 火 ※教室維持費として
 　毎月 \1,000 がかかります。
※テキスト代がかかります。

※一般講座の授業料は
　 前払いです。

※マンツーマン講座の授業料は
　 後払いです。

マンツーマン講座 授業料
※内容事前要相談

※パソコン持ち込み可23 水

24

休講日（勤労感謝の日）

27 日 １限 ¥4,000 Word・Excel上級

26 土 1限 ¥3,500 Word・Excel中級

休講日

29 火

30 水

28 月

相模原市立産業会館パソコン教室
〒252-0239

神奈川県相模原市中央区中央3-12-1
相模原市立産業会館地下1階

☎ 042-704-9888
 （受付時間：火～金曜日9:30～16:30）

１限 ¥4,500 HP,プログラミング等

←のQRコードを読み取り、

産業会館パソコン＆プログ

ラミング

教室を「友だち追加」してく

ださい。

トークより、必ずお名前フル

ネームを

記入のうえ、ご連絡ください

。
※返答が遅れる場合がござい

ます。

あらかじめご了承ください。

・新規予約、予約の変更

・その他質問 等 メモや用紙を写メって送るもOK

思いついたときにLINEしてください。

可能な範囲で、夜間や休日も対応いたします。

履歴が残るので、ご自身のメモにもなります。

パソコン教室への連絡は が便利です！




