
  

 

 

「教室に通って下さる生徒さんに心から喜んでいただける

パソコン教室であり続けたい」がモットーです 

 

 

⚫ お仕事でパソコンを使わないといけない方 

⚫ 将来に向けてパソコンを学んでおきたい方 

⚫ 生涯学習として楽しみながらパソコンを学びたい 

⚫ 就職活動で資格取得を考えている方 

⚫ 職業訓練校に通っている方 

⚫ スマートフォンやタブレットを楽しみたい人 

などなど。個別授業でどなたでも安心して学べます。

特に初心者の方は最初が肝心だからしっかりと自分の

ペースで進めましょう。 

 

☺ 個人レッスン中心の少人数制 

☺ 対話重視の授業形式＆個別指導 

パソコン教室 オキ楽 教室長 喜納 雅康 

〒901-1111 南風原町兼城 112ラフィーネヴァン 102 

TEL 098-888-1355 FAX 098-888-1355 

Mail pasokonokiraku@yahoo.co.jp 

Facebook：パソコン教室 オキ楽 

Twitter：パソコン教室 オキ楽 

営業時間は 9：00～21：00まで、 

（土曜日・公休日は 18：00まで）日曜日

がお休みです。 

※予約がない場合は１時間早く営業終了

する場合があります。 

☺ 曜日・時間の変更が自由です 

☺ 実務経験豊富なインストラクター 

等、気軽に通える教室を目指しています。 

パソコン教室 オキ楽の特長 

こんな方たちのお役にたちたい 

 

☺ パソコン基本入門（マウス操作・

文字入力） 

☺ Word・Excel（基礎・応用） 

☺ PowerPoint・Access（基礎・応用） 

☺ 年賀状・住所録・作成 

☺ インターネット・ブログ・メール 

☺ スマートフォン・iPad・iPhone 

☺ チラシ・便り作成 
☺ デジカメ・画像編集加工 

☺ 文集・アルバム作成  

などなど。その他、お仕事の持ち込みや、

パソコンを持ち込んでの個別授業を行って

います。貴方のリクエストにお応えいたしま

す！！まずはご相談ください。心よりお待ち

いたしております。 

常時 100種類以上のテキストが使えます！ 見学大歓迎です！お気軽にお越しください 

主なカリキュラム 

 

超初心者～仕事活用・資

格取得 iPad・スマート

フォンもやっています！ 

LINE＠やって

います。お友

達登録どうぞ

よろしく！ 



資料 1（金額については最後のページをご覧ください） 

時間制と月謝制の違い 

 時間制 月謝制 

休み 日曜日 
日曜日・土曜日・公休日 

※契約・更新時に変更可能です。 

時間（1日） 1時間単位の受講 原則 1時間の受講 

※契約・更新時に変更可能です。 

授業料金 別紙参照 

時間帯 9：00～21：00（土・公休日は 18：00まで） 

授業内容 テキストを使った学習・持ち込み学習 

授業料支払 1か月分前払い 
初回、当月+来月の 2カ月分 

（当月は週割で計算します） 

次月より 1か月分前払い 

支払日 更新時 毎月 20日～末日 

スタンプカード 1時間につき 1個 1か月分につき 1個 

 

  

⚫ 沢山通いたい方には月謝制がお勧めです。 

⚫ 土曜日や公休日などに時間がまとめてとれる方は 

時間制が無駄なく使えてお勧めです。 

ご自分の通いやすいプランをご利用ください。 

なお、プランによる授業内容の違いはございません。 



資料 2 

主なカリキュラムの内容 
カリキュラム 時間（目安） 内容 

パソコン基本操作 8時間 電源の入れ方・マウスの使い方・文字入力 

Word・Excel（基本） 8時間（各々） 簡単な文書作成・表計算等 

〃（応用） 〃 高度な文書作成・表計算 

PowerPoint（基礎・応用） 〃（各々） 
簡単なプレゼンテーション作成および高度な

プレゼンテーション作成 

年賀状・住所録作成 4時間 
簡単な年賀状作成・住所録作成 

（パソコン持ち込みがオススメ） 

インターネット（基礎） 4時間 インターネットの仕組み・情報の見方・調べ方 

電子メール（基礎） 2時間 
電子メールの仕組み・電子メールの送り方・受

け取り方 

ブログ作成 8時間 
ブログの仕組み・ブログスペースの登録・記事

投稿・削除等 

スマートフォン・iPad・iPhone

（基礎） 
4時間 

基本的な使い方・アプリの使い方等。 

（取扱説明書をお持ちください） 

デジカメ・画像加工編集 8時間 
基本的なデジカメの使い方・ 

画像の加工・編集（基礎） 

文集・アルバム作成 8時間 Wordを使った文集・アルバム作成を行います 

Facebook・Twitter・Skype等 4時間（各々） 各アプリの使い方（基本） 

   

認定試験対策カリキュラム 時間（目安） 内容 

Word・Excel（基礎） 16時間（各々） サーティファイ試験 3級取得に向けた内容 

PowerPoint（基礎） 8時間 サーティファイ試験初級取得に向けた内容 

Word・Excel（応用） 16時間（各々） サーティファイ試験 1・2級取得に向けた内容 

PowerPoint（応用） 8時間 サーティファイ試験上級取得に向けた内容 

Access（基礎） 8時間（各々） サーティファイ試験 3級取得に向けた内容 

Access（応用） 16時間 サーティファイ試験 1・2級取得に向けた内容 

 

などなど。その他、お仕事の持ち込みや、パソコンを持ち込んでの個別授業を行っています。貴方

のリクエストにお応えいたします！！まずはご相談ください。心よりお待ちいたしております。 

  

常時 100 種類以上

のテキストが使え

ます！ 

見学大歓迎です！お気軽にお越しください 

パソコン教室 オキ楽 教室長 喜納 雅康 

〒901-1111 南風原町兼城 112 

ラフィーネヴァン 102 

TEL 098-888-1355 FAX 098-888-1355 

Mail pasokonokiraku@yahoo.co.jp 

Facebook：パソコン教室オキ楽 で検索してね！ 

Twitter：パソコン教室 オキ楽 



料金表 

入会金 

6,600円（税込） 

特典 その１）月謝制・時間制のコースがご利用できます。 

その２）お電話での質問にもお答えしています。 

その３）スポット料金の 500円割引あり 

授業料 （月謝制か時間制が選べます）※前払い制です 

月謝制 ※初回は今月分と翌月分２か月分のお支払いとなります。 

※初回は今月分を週割で授業料をお支払いとなります。 

※期間は第一月曜日から四週間後の金曜日までとなります。 

金曜日がない場合は月末までとなります。 

※授業料は毎月 20 日～末日までにお支払いとなります。過ぎ

た場合は手数料として 550円かかります 

※延長可能です（５50円/３０分） 

料金 内容 

11,000円 1時間/日 

●1,100円追加すると受講時間を 1時間増やすことが可能です。 

●2,200円追加すると土曜日も受講可能です。（公休日・日曜日は休み） 

ご希望の方は是非ご利用ください。 

時間制（1 ヵ月） ※契約期間内（契約日より開始）における受講時間及び料金と

なります。 

※使い切れなかった時間は、再度授業料をお支払いすると持ち

越し可能です。（時間単位・期間終了後 1ヶ月以内） 

※30分単位で利用可能です。 

料金 内容 

8,800円 4時間 
9,900円 6時間 

11,000円 8時間 

 

時間制（1年間） ※契約期間内（契約日より開始）における受講時間及び料金と

なります。 

※使い切れなかった時間は、再度授業料をお支払いすると持ち

越し可能です。（時間単位・期間終了後 1ヶ月以内） 

料金 内容 

13,200円 8時間 
24,200円 16時間 

※月謝制、時間制とも切り替え可能です。その際は、教室長までご連絡ください。 

スポット料金  （ちょっと利用したい方向け） 

料金 内容 

※会員様は「500円」割引です。 

※スポット料金のみご利用の場合、入会金はかかりません。 

1,100円 10分 
2,100円 30分 

3,100円 1時間 

料金による授業内容の違いはありません。 

ご自分の通いやすいプランを選ばれてください。 

詳しい内容は教室長までご相談ください。 

初心者の方に

おすすめ！ 

自由に時間を使

いたい方向け！ 

必要な時に通いた

い方向け！ 

コース料金や教室維持費など

はございません。利用しやすい

授業料を選ばれてください。 

パソコン教室 オキ楽 教室長 喜納 雅康 

TEL 098-888-1355 FAX 098-888-1355 


