
Bingo! Soroban School  
デュッセルドルフ校実施要項 

 
 
 

住所：　Hansaallee 159, 40549 Düsseldorf 
ホームページ：　https://soroban-schule.de 

メール：　soroban.ddf@jinenbo.com 
電話：02151 3298 825 

 
10.10.2019   

Bingo! Soroban School はいしど式加盟校、全国珠算連盟認定教室です。 

授業曜日・時間帯 

言語 日本語での授業  ドイツ語・英語 
での授業 

時間帯 火 水 金  土（月2回） 月 木 

15：00～ 〇 〇 〇 [9：00 
| 

12：00 

〇 〇 〇 

16：00～ 〇 〇 〇 〇 〇 

17：00～ 〇 〇 〇 〇 〇 

18：00～ ○ ー ○   ー ー 
 
 

そろバンビクラス 週1コースA 週1コースB 週2コース 

時間帯 火 木 火 木 

15:00〜 〇 〇   

16:00〜   〇 〇 
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※祝祭日は休講となります。その分は他の日に振替が可能です。 
※欠席した分は他の日に振替が可能です。 
※土曜日の授業実施予定は前もってお知らせいたします。 
月の 終土曜日に検定試験を実施することがあります。 

場所・連絡先 
　Hansaallee 159, 40549 Düsseldorf 
　soroban.ddf@jinenbo.com 
　0176 2281 6952 
 
 
 
 
 

指導 
Bingo! Soroban School はいしど式そろばんの教材・指導法による珠算・珠算式暗算の授
業を行ないます。指導には全国珠算連盟の認定教師資格を保有する者があたります。 
　内容：珠算、珠算式暗算 

費用 

受講費（年間40週） 
 

 週1コマ 週2コマ 無制限 
（土曜含む） 

土曜日 
追加 

受講費（年） 816ユーロ 936ユーロ 1260ユーロ 120ユーロ 

受講費（月割） 68ユーロ 78ユーロ 105ユーロ +10ユーロ 

 
土曜日は追加申し込みになります。月ごとの申し込みも可能です。 
※土曜日のみの受講は週1回受講扱いとなります。 

 
兄弟割引：10ユーロ（税込み）※２人目以降のお子さんに適用されます。 

教材費および諸経費  
半期25ユーロ 

受講費納入方法 
自動引き落としとなりますので所定の用紙にご記入、ご提出ください。 

そろばん  
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購入を希望される方はお知らせください。 
小（13桁・プラスチック）　7€ 
中（15桁・木製）　15€（在庫限り） 
大（19桁・木製）　24€（在庫限り） 
フルサイズ（23桁・プラスチック）　25€ 

検定試験 
原則として月の最終週の授業時間内に実施します。 
※9・10級以上のお子さんは月の 終週に検定試験を受験可能です。（3級以上
は奇数月のみ） 
検定試験受験料は申し込み時にご確認ください。 
2019年度検定試験受験料等詳細： https://soroban-schule.de/kentei/ 

年間予定　 
通常授業：40週 
 
 

 通常授業休校週 
（振替できません） 

その他休校日 
（振替できます） 

期間講習 
（別途お申込み） 

1～3月 *1月1日～11日  3月16日～4月4日 

4～6月 *4月5日〜18日 5月1日、21日 
6月1日、11日 

 

7～9月 *7月20日～8月22日  7月20日～8月7日 

10～12月 *10月12日～24日 
*12月21日～31日 

10月3日  

 
 
期間講習は別途お申込みが必要です。 
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デュッセルドルフそろばん教室規約 
 

 

1　入会手続き 
受講コース・曜日・受講時間を決め、ホームページより入会手続きをお願い

いたします。口座引き落とし承諾書および要項・規約同意確認書は初回授業

日にご提出ください。 

2　費用 
入会金：100ユーロ 
受講費：年間40週分（年度途中の入会の場合は年度末まで）の受講費総額が
毎月分割で毎月末に引き落としとなります。 
例（週1コマ：年816ユーロ→毎月68ユーロの引き落とし） 
※毎月分割のため、授業の有無・多少に関わらず毎月一定額となります。 
 
諸経費（教材・設備費）　半年ごとに25€を納入ください。途中退会による
返金はいたしかねますのでご了承ください。 

3　欠席や授業の振替連絡 
メール(soroban.ddf@jinenbo.com)にてお知らせください。授業中、授業前
後の時間帯の電話連絡は授業、生徒対応の妨げになりますので、緊急の場合

をのぞいては極力控えていただきますようご協力お願いいたします。 

4　送迎について 
中庭の駐車場は他のオフィスに属しているため、お車の駐車は周辺の道路の駐車スペー

スにお願いいたします。 

5　コースの変更、曜日時間帯の変更 
変更希望される月の前月20日までにご連絡ください。 
 

6　退会 
退会を希望される月の前月20日までに、ご連絡ください。 
（例）３月末まで在籍：２月20日までの連絡 
月の途中で受講をやめられた場合でも、授業料の返金はいたしません。 
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7　特別休講 
嵐、災害時などには安全面を考え、まれに休講とすることがあります。そ

の場合には他の授業日に振替で出席が可能です。別途振り替え授業、返金対応

は致しかねます。 

8　免責事項 
教室内外での物品、金銭の紛失およびけが、事故、病気等の責任は負いか
ねます。 

9　写真の掲載 
教室での様子をホームページやチラシに写真で掲載することがあります。掲載

を希望しない方はその旨お知らせください。  
 

10　個人情報保護方針 
Bingo! Soroban Schoolでは、教育サービスを提供するにあたって、生徒・
ご家族から開示いただいた個人情報を適切に利用し、また保護することを

重要事項ととらえ、個人情報保護方針の徹底を図っております。 
 
1. 個人情報とは 
特定の個人を識別できる情報を個人情報としてとらえ、生徒氏名、ご家

族氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、検定成績、学習指導

記録、金融機関口座番号などを指します。 
2. 利用目的 
ご提示いただいた個人情報を下記の目的に使用させていただきます。 
1. 学習指導、指導記録、学習状況の報告、進級相談、集計、管理、ご請
求に関する事務処理など 

2. 上記1の利用目的の達成に必要な範囲での、業務委託先への提供 
3. 各種案内のため 
4. 上記1,3に関するマーケティング（アンケートのお願い等）活動、顧
客動向分析、調査分析などのため 

5. 日常のご連絡・ご質問に返答するため 
 

3. 第三者提供について 
法令によって許されたものを除き、本人および保護者様の事前の同意な

く業務委託先以外の第三者に個人情報を開示・提供することはありませ

ん。また、個人情報を業務委託先に提供する場合は、守秘契約等によっ
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て業務委託先に個人情報保護を義務付けるとともに、業務委託先が適切

に個人情報を取り扱うように管理いたします。 
4. 業務委託先への情報提供について 
より良いサービスを提供するために、ご提示いただいた個人情報を業務

提携先に情報提供する場合があります。情報提供にあたっては、個人情

報と適切に取り扱っている委託先を選定し、委託先で適切な管理が実施

できるよう必要な事項を取り決め、お客様の個人情報保護を徹底しま

す。 
5. 個人情報の取り扱いについて 
提供いただいた個人情報を不正アクセス・損失・破損・漏洩などのリス

クから保護するため、組織上・技術上の合理的な防止策・是正策を講じ

ます。 
6. 法令遵守について 

Bingo! Soroban Schoolは、個人情報保護に関する法令を遵守するととも
に、環境の変化に合わせた個人情報保護の体制を継続的に見直し、改善

します。 
7. 開示請求 
提供いただいた個人情報について開示・訂正・利用停止などをご希望の

場合は、すみやかに対処いたします。 
 

 
 
Bingo! Soroban School 運営者情報 

山片重嘉 Shigeyoshi Yamakata 
Hansaallee 159, 40549 Düsseldorf 
email:  info@soroban-schule.de 
tel:   02151 3298 825 
http://soroban-schule.de 
VAT-ID:  DE262447333 
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