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Route-2-English™

レベル別のプログラム

幅広い専門分野に対応

経験・知識豊富な教師陣

コースの受講料:

Route-2-Englishは海外の

会

員の方々の架け橋となる

こと

期間

12 週間

English Is Your

24 週間
48 週間

午前、昼のクラス

¥266,000 (+税)

夕方のクラス

¥303,600(+税)

¥290,000
¥469,000 (+税)

¥330,000
¥496,800 (+税)

¥510,000
¥818,000 (+税)

¥540,000
¥874,000 (+税)

¥890,000

¥950,000

Route-2-Englishは2001年に山口
市、周南市エリアで企業向けの語
学サービスの提供を始めました。
教師は皆様の目標が達成できるよ
うに心を込めて、優しく英語の指
導を致します。また、快適な環境
Connecting People

で楽しくレベルアップを図り目標
を達成することをお約束します。

シンプルで国際的な表現
インタラクティブかつ実用的
ビジネス上の人間関係構築

授業料は１コースあたりの金額で一人あたりのものではありません。

１コース、５人以上の受講をお勧めしています。
コースをグループ分けすることもできます。詳しくはお尋ねください。

It’s all about Route-2-Englishは海外の会社と御社、またはその社

you!

員の方々の架け橋とな
We can deliver your training
needs:
General:

YOUR AVAILABILITY

YOUR OBJECTIVES

Specific:
YOUR LANGUAGE LEVEL
YOUR CULTURAL
BACKGROUND

YOUR LEVEL OF
CONFIDENCE
YOUR PRIORITIES

YOUR LEARNING
STYLES

YOUR PROFESSIONAL
ACTIVITY

Global Passport!

I want to feel more confident
speaking in English.
I want to improve my
listening skills so I feel more
relaxed communicating with
native English speakers.

YOU AS A
LANGUAGE
LEARNER

ことを目的としています。

I want to be more effective in
meetings.
I want to present information
more clearly.
I want to make my points
clearly and with more
authority.
I want to gain a specific score
in an external exam
certificate, such as IELTS, or
TOEIC or another professional
qualification.

R2Eではテキストブック、オーディ
オビデオ、ワークシートなど様々
な教材を使用し、最も効果的かつ
最善の方法で英語の習得をお手伝
いします。まず最初にレベルチェッ
クを行い、一人一人に合った教材
をご案内致します。最終的には学
んだ英語をそれぞれの専門分野で
生かしてご活躍頂くことを目標と
しています。

Exclusive Online
Content

Technical:
I need English to supervise a
team of engineers. (Example)

Route-2-English Ltd has been a part of the
Yamaguchi English community since 2001.
With a combined total of over 30 years
teaching experience to private adults and
business managers, we have specialised in
courses aimed at the business sector for more
than 15 years.
We teach in the most effective way for you taking into account individual ability and
position requirements for professionals!
© 2016 englishlesson.info™ - All Rights Reserved - For bookings telephone: 080-8239-0867

I want to develop more
specialist vocabulary specific
to my role

R2Eでは日常会話からハイレ
ベルなビジネス英語まで様々
なレベルに対応し、国内外、
場所を選ばず様々なシーンで
英語をお役立して頂けます。
© 2016 Route-2-English™ - Tel: 090-8239-0867 email: admin@r2e.info

コースの選択肢
ビジネススキルトレーニング

色が付いている時間帯にコースを受講して頂けます。

コースは受講される方のレベルやニーズによって決められます。選択して頂けるコース
の例は下記の通りです:
プレゼンテーション&交渉術
資格

（全レベル対応）

（TOEIC, TOEFL, IELTS)

専門用語

（全てのレベル・分野に対応）

ライティング
電話対応

３か月 / 12
週間

（eメール、ビジネスレター、論文）

月〜金 *昼間の
空いている時間

夕方１２回
（週１）

（オーディオ教材を使用したコミュニケーション）

多文化コミュニケーション
複合トレーニング

（海外の習慣やマナー）

（上記コースから複数選択可。もちろん上記以外でもok）

トレイニングの成果と結果
1. 全てのコースは英語のコミュニケーションスキルの上達に高い効果が
出ることが認められています。
2. ミーテイングシュミレーション、ディスカッションや教材を通して英語がビ

６か月 / 24
週間

*昼間の

夕方24回

空いている時間

（週１）

最長12か月 /
48週間

昼または夕方
48回（週１〜）

月〜金

ジネスにおいて欠かせない道具だということをしっかりと実感して頂けます。
3. コース受講中はもちろん受講終了後にも効果的な自己学習が続けられるように
指導致します。

コース受講特典
12〜48週の全てのコースにはレベルチェック、ウェブサイトへのアクセス、コース
レポート、個人の成果のフィードバックが含まれています。

Upto 12
Months/48
Weeks

“The course was excellent and certainly
exceeded expectations - especially in the
quality of the course content and the
professionalism of the teacher!”

Isamu Araki, General Manager, Tokuyama Corporation.
© 2016 Route-2-English™ - Tel: 080-8239-0867 email: admin@r2e.info

*空いている時間 - 要確認

