


英語で未来を切り拓く
安心が自信を生み、 自信が結果を生む。

そんな環境をエイゴバがあなたにお約束します。
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ミトママからのメッセージ

エイゴバは

英語で未来を輝かせたい人
の力になります。

「自分は英語に向いていない」「どうせ頑張っても無理」と思っていませんか？

英語に才能は関係ない。これは私が自分自身の学習や、たくさんの方への指導経験を
経て心の底から感じることです。英語習得への道のりは決して簡単なものではありま
せん。でも正しい努力を続けることで必ず英語力は伸びていきます。

多くの学習者が途中で挫折してしまう理由の一つが、「どんなペースで、どんな方法で
学習を進めていけばいいのか」がわからないから。だから頑張っているつもりなのに
伸びなくて、心が折れてしまうのです。

そしてもう一つの挫折の理由。それが英語学習を継続するうえで必要な「続ける意思
の強さ」です。英語学習は基本的には一人で進めるものなので孤独。エイゴバでは、パー
ソナルトレーナーが常に学習進捗を見守り、悩みを聞き、学習のフィードバックをし
てくれます。あなたを全力で応援してくれるトレーナーの存在が、「もっと頑張ろう」
と思わせてくれるのです。

頑張った先にある喜びや達成感は本気で自分と、そして英語と向き合った人だけが得
られる特権です。

エイゴバで一歩踏み出しませんか？　勉強だけに集中できる最高の学習環境をご用意
してお待ちしています！
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最高責任者・チーフトレーナー
ミトママ

上智大学国際教養学部卒業。英検®1級、TOEIC985。
子供英語講師やオンライン英会話スクールでの教材開発を経
験。英語学習や英語教育について発信するTwitter のフォロ
ワー2万人超え。2021年に英検®対策コーチング「エイゴバ」
を立ち上げ、運営や教材開発などを担当。
私生活では二児の母として日々奮闘中。
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サービス内容

あなただけの為に作られた
「学習ロードマップ」

自社開発の英語力判定テストとカウンセリングを元
に担当トレーナーが学習ロードマップを作成。

あなたの現在の実力を語彙、文法、読解、リスニング、
英作文の 5スキルに分けて分析した結果や今後の学
習プランが含まれています。

「今日はどんな方法で何をやればいいのか」
ひと目でわかる

トレーナーが作成したあなた専用の学習スケジュー
ルに毎日のやるべき事が記載されているので、「今
日は何をやろう」と迷うことがありません。

市販教材をベースに学習を進めますが、教材の活用
方法の指導や補助プリントなど学習効果を高める工
夫がたくさん。

エイゴバには“続けられる理由“があります。

英検®対策サービスの特長

アウトプット重視型の
独自学習メソッド

思考力を高める自立支援
型の学習法は今後の独学
にも役立ちます。

あなたの実力を考慮した
オリジナル学習プラン

あなたのレベルや生活に
合わせた最適なカリキュ
ラムを提供します。

学習進捗を管理する
パーソナルトレーナー

わからないことや悩みも
相談できる心強い存在で
す。
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「定期的な通話でのサポート」で
モチベーションを維持する

日々のアプリ上でのやり取り以外に、トレーナーと
の週 1回 10 〜 15 分程度のビデオ通話ソフトでの通
話を行います。1週間の振り返り、プランの見直し、
相談対応など必要に応じて自由にコミュニケーショ
ンをします。

一週間ごとにつまずきや悩みをリセットして先に進
めます。

わからない質問や学習関連の
「相談がいつでもできる」

日々の学習上でのモヤモヤした疑問やお悩みは、弊
社指定アプリのメッセージ機能でのトレーナーとの
コミュニケーションでその都度解決することができ
ます。

いつでも頼れる存在が安心を与え、学習のモチベー
ションを維持。

親子で安心できる
「保護者への定期的な進捗報告とサポート」

エイゴバ受講生が中高生の場合、保護者の方への
フォローも欠かしません。ご希望であれば、お子さ
んの学習進捗を定期的に弊社指定アプリからご使用
の LINE にお送りします。

保護者様からの弊社への問い合わせも随時可能。
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トレーナーの存在で
学習意欲がアップ

最後まで走り抜くにはモチベーションが不可欠。
トレーナーは、あなたの毎日の頑張りを見守り、
学習に集中できるように寄り添い励ましてくれ
ます。
オンライン完結型なので全国どこからでもサ
ポートが受けられるのも魅力。

英語学習経験ゼロからでも
始められる

英検 ®の受験経験が一切ない方でも大丈夫です。
どんな方でも安心してご受講いただけるように
お一人ひとりのレベルに合わせて一貫したカリ
キュラムを作成。最終的には 2級以上の合格レ
ベルまで導きます。
※現在 2級コースのプレオープン実施中。今後
順を追って準 1、1級コースに対応予定。

効率よく
苦手を克服できる

エイゴバの英検 ®対策サービスは、SNS で話題
の英語講師ミトママが完全監修。
学習データの分析や、記憶が定着しやすい単語
学習法により効率よく伸ばします。

7つの

安心

サービス内容
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無料カウンセリングで
目標が明確になる

カウンセリングではあなたのこれまでの英語学
習、英検 ®受験経験、目指したい級や現在のお
悩みなどについてお話をお聞かせください。目
的や目標がまだ曖昧の場合は目標設定からお手
伝いさせて頂きます。

TOEIC(R) テストへの
橋渡しにもなる

TOEIC(R) テストでスコア 600 になかなか到達で
きず悩んでいませんか？実は TOEIC(R) スコア
アップに絶対的に必要な英語の基礎力は英検 ®2
級までの勉強で身につきます。
エイゴバのサービスは、TOEIC(R) への橋渡しに
もなります。

やるべきことや進捗が
ひと目でわかる

あなたが「合格までにやるべきこと」を明確にし、
学習ペースに合わせた綿密なスケジュールを提
示します。独自メソッドによる定期的なアウト
プット型のミニテストで試験対応力を身につけ
ます。お手持ちのスマートフォンで全ての進捗
管理が可能。

身につけた学習習慣が
財産になる

晴れて目標を達成しエイゴバを卒業する時がき
ても、あなたが身につけた学習習慣やリズムは
今後も様々な分野で大いに役立つでしょう。
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料金

［英検®対策コース（月額）］
名称 金額 最低契約期間

2 級コース 55,000 円（税込） 2 ヶ月

準 1 級コース 77,000 円（税込） 3 ヶ月

［料金］
名称 金額

カウンセリング 無 料

入会金 33,000 円（税込）

支払い方法

クレジットカードによる自動引き落としです。（30 日毎の前払い）

決済代行会社 Paypal 経由でお支払いいただきます。
※ Paypal アカウントなしでのお支払いが可能。

英語力判定テストと
初回カウンセリング（無料）

1

あなた向けに最適化された
学習ロードマップ（無料）

2

生活リズムや実力を考慮した
1日単位の綿密な学習スケジュール

3

トレーナーによる進捗管理や
モチベーション維持のサポート

4

思考力を高める定期的な
チェックテストとフィードバック

5

（英作文対策は添削、面接対策は模擬面接つき）

安心して次の週に進める
トレーナーとの週1回の音声通話

6

ご提供するサービス
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※価格は全て税込みで表記してあります。
※コース内容に合わせて弊社が指定する教材費が別途かかります。
※1日の勉強時間やかかる月数はあくまで目安です。

入会金 １ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目

33,000 円 ＋ 55,000 円 ＋ 55,000 円 ＋ 55,000 円

3ヶ月の支払い総額

198,000 円

1日の学習時間が2時間の場合

入会金 １ヶ月目 ２ヶ月目

33,000 円 ＋ 55,000 円 ＋ 55,000 円

2ヶ月の支払い総額

143,000 円

1日の学習時間が3～4時間の場合

入会金 １ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目 4ヶ月目

33,000 円 ＋ 55,000 円 ＋ 55,000 円 ＋ 55,000 円 ＋ 55,000 円

4ヶ月※の支払い総額

253,000 円
※4ヶ月というのは1日の勉強時間が2時間に満たなかった場合の最短目安期間です。極端に勉強時間が足りないと、5ヶ月目に突入するケースもあります。

1日の学習時間が2時間未満の場合

頑張れば頑張るほど、出費を抑えられます。
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エイゴバを始めたきっかけは、英語学習で検索をしていたら、ミトママさんの英検対策コーチングの募集ツイー
トを見つけたからです。しかも 2級。これは英語学習を始めるきっかけになればと思い参加しました。

個人別のカリキュラムを作成していただき、常に見てくれているという感覚がとてもあり、わからない箇所、
間違えた所など細かく教えてもらえるので私にはとても励みになります。

始めてから一ヶ月が経ちますが今では英語学習が生活の一部となっています ( 笑 )　最後までよろしくお願い
します。

今では英語学習が生活の一部！

英語の勉強はしようと考えていました。資格取得を目指すというよりも、コミュニケーションがとれるように
なりたい、仕事に活かしたいというのが理由でした。
オンライン英会話の体験レッスンを受けたり、英作文の添削を受けたりしていました。
基礎ができていないので、話もできず、文も書けない状態でした。

ミトママさんが受講生を募集しているのを知っていたのですが、自分が全然レベルに達していないので受講は
考えていませんでした。
普段、有益なツイートをされているのでお礼をお伝えしました。そこからテストを受け、受講することになり
ました。

一日一日の勉強する内容が決まっているのですが、理解しやすいように、覚えやすいようにスケジュールを組
んでいただいていると思います。

勉強することに慣れていないため、まずは毎日の勉強時間の確保、一日の中でどうやっていくかが掴めません
でした。日々、その日のスケジュールをこなすのでいっぱいいっぱいです。
ミトママさんがやさしく併走してくださり、疑問にも応えていただいています。

一ヶ月経って、やっと勉強するリズムができてきたところです。
内容はまだまだ覚えられずにいますが、残りの期間も引き続き頑張っていこうと思います。

学習内容は覚えやすいようにスケジュールが組まれている

受講生の声
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よくある質問

サービスについて

Q1 無料カウンセリングはどんな内容ですか？

約1時間のカウンセリングでは、事前に受験していただく英語力判定テストの結果を元に作成した学習ロー
ドマップをご案内いたします。また、あなたのこれまでの英語学習、英検 ®受験経験、現在のお悩みなど
についてお伺いしながら今後の学習にお役立ていただけるようなお話もさせていただきます。目的や目標
がまだ曖昧の場合は目標設定からお手伝いいたします。

Q2 カウンセリング前の英語力判定テストは受験必須ですか？

基本的に受験は必須です。英語力判定テストの結果を元にトレーナーが今後の学習スケジュールをお作り
し、カウンセリング時にご提示します。

※所要時間は約 60 分です。事前のカウンセリングお申し込みフォーム送信後にオンラインでの受験をご
案内いたします。

Q3 何歳から利用できますか？

原則中学生以上の方を対象としたサービスです。年齢の上限はありません。

※弊社が指定する市販教材が小学生以下のお子様には合わない可能性が高いことや、スマホ完結型のサー
ビスであることなどから基本的には一人で学習を進め、日々のトレーナーとのやり取りも出来る年齢であ
る必要がございます。

Q4 受講期間の目安はどれくらいですか？

目指す級や 1日に学習者の方が費やせる時間によって異なります。

例えば英検 ®準 2級合格程度の力をお持ちの方が 2級を目指す場合、1日最低 2時間の勉強で平均 3ヶ月
でカリキュラムが終了します。

Q6 担当トレーナーが途中で変わることはありますか？

担当制ですので、カリキュラム終了までは同じトレーナーがサポートいたしますが、運営上の止むを得な
い理由により途中でトレーナーを変更させて頂く可能性はございます。
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支払い・契約について

Q7 月の途中からでもスタートできますか？

はい、可能です。入会された日がスタート日となり、30 日毎に自動更新されます。

※例えば 3/10 にスタートされた場合、30 日後の 4/9 が 1 ヶ月目の終了日です。

Q8 支払い方法は選べますか？

原則としてクレジットカード決済にてお支払いいただきます。決済代行会社の Paypal による 30 日毎の自
動引き落としとなります。

※クレジットカードをお持ちでない場合やその他クレジットカードがご利用できないご事情がある場合
は、銀行振込も可能です。銀行振込の場合、お振込手数料が受講者様負担となることや 1回目のお振込み
が入会金と最低契約期間分をまとめた料金となりますのでご了承ください。

【例：英検 ®2 級コースの場合】
入会金 33,000 円＋月額料金 55,000 円の 2ヶ月分 (110,000 円 ) ＝ 143,000 円

Q9 教材費はかかりますか？

カリキュラムに応じた弊社が指定する市販教材を一式ご自身の負担でご購入いただきます。教材費は入会
金や月額料金には含まれておりません。

Q10 途中で解約はできますか？

コース毎に最低契約期間がございますが、その期間を過ぎた後は次回以降のお支払いを止める解約が可能
です。お支払い日の前までに、弊社指定のアプリのメッセージ上にて解約の意思表示を行っていただけれ
ば次回以降のお支払いをお止めします。

【最低契約期間】
• 2 級対策コース：2ヶ月
• 準 1級対策コース：3ヶ月
• 1 級対策コース：6ヶ月

よくある質問
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カリキュラム・学習について

Q11 学習プランはどのように作られますか？

カウンセリングお申し込みフォームでお答えいただいた内容や、事前の英語力判定テストの結果を元に、
現在のレベルや苦手分野、1日に費やせる勉強時間などを考慮した上で最短で合格にたどり着けるプラン
をお一人おひとりお作りします。

Q12 どのような流れで学習が進みますか？

お一人おひとりに合わせてご用意した学習スケジュールを毎日ご確認いただきます。「今日どの教材の、
どの範囲を、どのような方法で進めるのか」が詳しく記載されています。指定の市販教材を元に自主学習
を進めていただきながら、オリジナルの理解度チェックテストを重ねることで理解を深めて実践力を身に
つけていきます。

毎日の学習後には学習記録をつけてください。トレーナーが学習進捗の管理やモチベーションを維持でき
るようなサポートをさせて頂きます。

Q13 どのような教材を使いますか？

弊社が指定する英検 ®対策用の単語帳、参考書、過去問などを使用します。また、学習をより効果的に進
めていただけるように独自の補足プリントも必要なタイミングでお渡しいたします。

Q14 わからない問題についての質問などには随時対応してくれますか？

はい、対応しております。基本的には弊社指定のアプリのメッセージ上でテキストベースで質問やご相談
をお送りいただきます。なるべく早めにトレーナーから直接返答いたします。

Q15 2 級未満のコースはありますか？

基本的には全てのレベルの方にお申し込み頂けますが、2級コース受講レベルに満たない場合でも 2級コー
スでのご案内となります。事前の英語力判定テストの結果を踏まえ、2級コース受講までに必要な知識を
習得するための個別カリキュラムを別途お作りしております。段階を踏んで、順次 2級コースをスタート
して頂くイメージです。
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やるべきことが見える化され、
将来のあらゆる学習に役立つ思考力が身につき、
いつでも相談できるトレーナーの存在がある。

安心が自信を生み、自信が結果を生む。

そんな環境を があなたにお約束します。

お申し込み・お問い合わせはホームページよりお待ちしております。

エイゴバホームページ
https://eigoba.com/


