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★Fee Structure 料金体系

1. Music lesson 音楽レッスン

30 mins lesson / 30分1回 13USD / 1300円

45 mins lesson / 45分1回 18USD / 1800円

60 mins lesson / 60分1回 25USD / 2500円

2. Language lesson 語学レッスン

Individual lesson
マンツーマンレッスン

ケニア人講師　Kenyan tutor
12USD/ hour      1時間  1200円
10USD/ 45min     45分  1000円
8USD/ 30min       30分   800円

日本人講師 lesson by Japanese tutor
16USD/ hour      1時間  1600円
13USD/ 45min     45分  1300円
10USD/ 30min      30分  1000円

音楽レッスン・語学レッスンともに、グループレッスンは以下のように割引いたします。

2名レッスン　おひとりさまにつき200円割引
3名レッスン　おひとりさまにつき300円割引
Group lesson fee is as follows for both music and language lessons:
2 people in a lesson - 2USD discount per person
3 people in a lesson - 3USD discount per person

3か月分（13回）まとめてお支払いもできます(月の初めからレッスン開始)。6か月(26回)まとめてお
支払いいただくと1レッスン分割引いたします。3か月や6か月分でお支払いいただいた場合で途中ご



都合が合わない場合は、次の月に繰り越せませんので、同月内で先生とご相談いただき振り替えを

お願いいたします。

You can also choose to pay for 3months (13 lessons) in advance, starting at the beginng of the
month. If you pay for 6months（26 lessons） in advance, we will give you a discount for 1 lesson.

If you pay for such a package and for some reason cannot complete the number of lessons,
please discuss with your teacher and have makeup lessons instead of carrying the lessons

forward to another month.

★ Lesson time レッスン時間について

We can arrange your lessons from Monday to Saturday, between 6am-3pm GMT (9am-6pm in
Kenya). If you cannot make it to attend the lesson at the same time every week, we can adjust
to your schedule - please consult your instructor.
レッスン時間は月ー土曜日、日本時間15時〜24時（ケニア時間9〜18時）の間でお選びくださ い。毎
週同じ時間にご都合がつかない場合でも、振替対応させていただきますので、都度担当 の先生とご
相談ください。

☆ Lesson cancellation/ rescheduling レッスン振替について

If you would like to change or cancel your lesson schedule, please let us know as soon as
possible, latest by 48 hours before the lesson time. If you have an emergency such as
sickness, let us know the latest by 4 hours before the lesson time.
(hikarischoolofmusic@gmail.com) In case you do not come for the lesson without
communicating with us, we will not be able to refund you/ reschedule for the missed lesson.
If you would like to reschedule your lesson, please do so within the same month as much as
possible and not carry it forward to the following month.
レッスン振替やキャンセルをされる場合は、できるだけ早めに、原則レッスン時間より48時間 前まで
にご連絡ください。急病など緊急事態の場合は、レッスン4時間前までに担当講師または
hikarischoolofmusic@gmail.comまでご連絡ください。ご連絡なしにレッスンに参加されない場合は
レッスン料金の返金や振替はできませんのでご了 承ください。
振替はできる限り同月内で、担当の先生とご相談の上調整いただけますようお願いいたします。


