
日本全国・ご自宅等でご受講可能！ 
 

圧倒的個別塾圧倒的医進 
【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）自
宅学習コース】 

日本全国・ご自宅等でご受講可能 
多くの生徒さんが偏差値１０～３０アップと E 判定から志望校合格を実
現した偏差値が上がる勉強法指導を毎日ご自宅等でご受講可能です。 

 

「担任による」「毎日」の個別指導で医学部合格実現へ！ 
 

 
医学部合格に必要なのは、 
偏差値が上がる勉強法とマインドだ！ 
医学部合格に必要なのは、偏差値が上がる勉強法とマインドです。偏差値が上がる勉強法の
習得と、医学部合格者が持っているマインドを習得することが不可欠です。 
一人でも多くの生徒が、当塾で学習することで圧倒的な成績向上と医学部合格という目標
を達成し、一生の宝となる大きな自信をつけてほしい。 
また、毎日弛まず勉強することと当塾での人との出会いを通して医学部生そして医師とし
て生き抜くマインドを身につけて欲しいと考えています。 

圧倒的個別塾塾長 
 

塾長経歴 
東大寺学園高校出身、東京大学・防衛医大合格、東京大学卒業、東京大学大学院修了。学生
時代から二十五年以上にわたって教育に携わる。 
自身の受験経験で編み出した実力を常に 100％近く発揮する勉強法や、数学のセンスがな
くても数学で常に高得点を取り続けられる勉強法、同様に国語のセンスがなくても国語で
常に高得点を取り続けられる勉強法、学生時代からの E 判定から合格させた指導経験、大
手学習塾での十年以上の経験を元に、基礎から勉強し圧倒的な成績向上を目指せる指導法
を確立。圧倒的個別塾、圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任
による毎日の個別指導）自宅学習コース】を設立。



１．東京大学理科Ⅲ類、京都大学医学部医学科、大阪大学医学部医学

科等 250名以上の医学部合格者の勉強法をブラッシュアップした偏

差値が上がる勉強法を「担任が」「毎日」個別指導。 
 

医学部合格者は、偏差値が上がる勉強法をしています。圧倒的個別塾圧倒的医進コース【ネ

ット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）自宅学習コース】では、東京

大学理科Ⅲ類、京都大学医学部医学科、大阪大学医学部医学科、大阪市立大学医学部医学科、

京都府立医大医学部医学科、奈良県立医大医学部医学科、大阪医大医学部医学科、関西医大

医学部医学科等 250 名以上の医学部合格者の勉強法をブラッシュアップした、偏差値が上

がる勉強法をご指導しています。 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】では、「担任が」「毎日」個別指導を行っております。 

（最も）ミニマムな「その問題の勉強法、復習・直しの仕方」、「その日の勉強法」を変えて

いくことで、全体の勉強法及び、成果は大きく変わります。一緒に合格を実現しましょう！ 
＊病気等やむを得ない事業で、担任が個別指導できない場合があります。予めご了承ください。



２．圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担

任による毎日の個別指導）自宅学習コース】では、生徒さんが医学部

合格者のマインドを体得されることを目指しています。 
 

医学部合格者は、考え方が違います。考え方が違うので、行動パターンが変わり、結果が変

わります。圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の

個別指導）自宅学習コース】では、医学部に合格し、優れた医師になるためには、自分を律

することができること、甘さのない考え方、合格するまで根気強くやり続ける姿勢、謙虚な

姿勢、的確な判断力、迅速な行動、思いやりの気持ちが必要であると考えます。入塾希望の

方には、事前に電話面談をさせて頂き、そのようなマインドのある方、そのようなマインド

を持ちたいとお考えの方にご受講頂いております。



３．偏差値が上がる勉強法、自力で正解できなかった問題が自力で正

解できるようになる勉強法、自力で正解できる問題を増やすことが

できる勉強法をご指導いたします。 
 

自力で正解できなかった問題が自力で正解できるようになれば、点数と偏差値が上がるは

ずです。圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個

別指導）自宅学習コース】では、250名以上の医学部合格者の勉強法を基に、自力で正解で

きなかった問題を自力で正解できるようになる勉強法、自力で正解できる問題を増やす勉

強法をご指導させて頂いております。 

 

主なご指導内容は下記です。 

・基礎からどの問題集でどのように勉強するかをご指導いたします。 

・どのように復習・直しするかをご指導いたします。 

・どのように暗記するかをご指導いたします。 

・どのように計算力をアップし、安定して実力を点数に反映するのかをご指導いたします。 

・どのように問題の読み間違いをなくし、安定して実力を点数に反映するかをご指導いたし

ます。 

・どのように模試を解くのかをご指導いたします。 

・どのように模試の復習・直しをするのかをご指導いたします。 

・どのように時間配分やその他のミスをなくし、安定して実力を点数に反映するかをご指導

いたします。 

・どのように過去問を解くのかをご指導いたします。 

・どのように過去問の復習・直しをするのかをご指導いたします。 

・メンタル面を含め、どのように入試本番で問題を解くのかをご指導いたします。 

 

 



４．入試本番で安定して実力を出せる勉強法を徹底してご指導いた

します。 
 

医学部入試は当然非常に高いレベルでの戦いであり、共通テスト、国公立二次試験、私立入

試いずれにおいても、１つのミスが合否を分ける場合もあります。圧倒的個別塾圧倒的医進

【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）自宅学習コース】では、

全てのミスを減らすということに最も注力しご指導させて頂いております。本番でミスを

しないためには、普段の勉強からミスを徹底してなくす勉強法を行わなければなりません。

本番の時だけ注意するという方法では、絶対にミスはなくなりません。圧倒的個別塾圧倒的

医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）自宅学習コース】で

は、普段の勉強から計算ミスや問題文の読み間違いのミス、時間配分のミス等主要なミスを

減らす勉強法を徹底してご指導させて頂きます。 

また、受験校の問題や出題傾向に慣れておくことも極めて重要です。圧倒的個別塾圧倒的医

進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）自宅学習コース】では、

受験校の過去問は原則１０年分（１０回分）以上解いて頂き、受験校の問題で安定して実力

が発揮できるように徹底してご指導させて頂いております。 

 

 



５．学習をスタートするレベルについて（最も基礎から） 
 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】では、それぞれの生徒さんについて、小中学校範囲も含め最も基礎から勉

強頂いております。基礎を完全に正確に理解し実践できていれば、難しい問題であっても基

礎から考えれば解ける場合が多いからです。基礎を完全に正確に理解し実践することが常

に重要です。逆に、基礎を飛ばしていきなり難しい問題ばかりをやっても、その問題は解け

るようになるかもしれませんが表面的な理解に留まってしまい、残念ながら多くの場合成

績を伸ばし合格することは難しいと考えます。 

 

 



６．教材について 
 
圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）
自宅学習コース】で使用する教材は、定評がある教材で、解説が詳しい教材です。時間効率
良く自力で解ける問題を増やすことにつながらないため、解説が詳しくない教材を使用す
ることはありません。また、最も基礎からの教材で勉強して頂いております。多くが市販の
教材で、ご自身でご購入頂いております。一例について下記させて頂きます（全てを使用す
るとは限りません）。各科目、基礎レベルについて完全に正確に理解し、実践できることが
最も重要です。原則同じ問題集を３周以上やって頂き、完全に理解し、実践できることを目
指します。標準問題以上で得点できない要因の多くが、基礎が完全には正確には理解できて
いないことです。基礎が完全には正確に理解できていない状態で、標準レベル、発展レベル
の問題を解くことは常に望ましくありません。 

 
数学 
下記よりも基礎レベルの問題集 
学校用補助問題集 
基礎問題精講ⅠAⅡBⅢ 
入試数学基礎演習 
１対１対応の演習 
受験校入試過去問 
等 
 
 
英語 
下記よりも基礎レベルの問題集 
英文法・語法 Vintage、英文法・語法
Scramble 
システム英単語 
英語長文ハイパートレーニング レベル１
～３ 
やっておきたい英語長文 300、500、700、
1000 
基礎英文問題精講 
基礎英語長文問題精講 
受験校入試過去問 
等 
 
 
 
 
 

物理 
下記よりも基礎レベルの問題集 
学校用補助問題集 
体系物理 
良問の風物理 
名問の森力学・熱・波動Ⅰ、波動Ⅱ・電磁気・
原子 
受験校入試過去問 
等 
 
化学 
下記よりも基礎レベルの問題集 
学校用補助問題集 
化学基礎問題精講 
化学重要問題集 
化学の新演習 
化学の新研究 
受験校過去問 
等 
 
生物 
下記より基礎レベルの問題集 
学校用補助問題集 
大森徹の最強問題集 
大森徹の最強講義 117講 
生物重要問題集 
受験校過去問 
等 



７．ご指導（ご受講）可能科目（入試で使用する全科目）について 
 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】では、入試で使用する全科目についてご指導（ご受講）が可能です。 

 

 



８．反復学習（原則３周以上）について 
 

医学部合格者であっても、一度だけ教材を学習して、全ての問題を解けるようになる人は少

数です。圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個

別指導）自宅学習コース】では、最も基礎からの問題集で同じ教材を原則３周以上学習して

頂いております。１周目は原則全ての問題を解いてもらい、2周目は１周目で間違えた問題、

３周目は２周目でさらに間違えた問題を解いてもらっています。原則、完全に理解し、完全

に実践できるようになってから次の問題集に進んで頂きます。 

 

 



９．受講対象の方（日本全国・ご自宅等でご受講可能。中学生から再

受験生まで、偏差値４０台の方から）について 
 

日本全国・ご自宅等でご受講可能です。 

最も基礎から勉強して頂くため、中学生から再受験生まで、偏差値は４０台の方からご受講

可能です。 

医学部受験でも最も重要なことは、基礎の完全な理解と実践です。残念ながら医学部に不合

格になってしまう方の多くが基礎の問題で失点をしてしまっています。圧倒的個別塾圧倒

的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）自宅学習コース】

では、最も基礎から勉強して頂くため、中学生から再受験生まで、偏差値は４０台の方から

ご受講可能です。教材は多くの場合、市販の教材を使用します。ご受講前に、電話面談をさ

せて頂いております。 

 

 



１０．学習スタイルについて【ネット（Web）個別指導通信教育（担

任による毎日の個別指導）自宅学習コース】 
 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】の学習スタイルは、普段からご自宅若しくは自習室等で勉強して頂き、勉

強法の確認修正・モチベーションアップ・課題確認修正等の目的で、「毎日」学習の状況を

メール等でご連絡頂く形式です。担任の講師若しくは塾長が勉強法及び学習進捗状況等の

確認を行います。また、医学部入試では、1 日も無駄にすることなく、「毎日」自力で解け

る問題を増やし続けることが必要です。「毎日」の学習状況についてご連絡頂く内容は、各

科目の勉強内容・各科目の勉強時間・今日の学習の振り返りと明日の学習の改善点です。「毎

日」連絡を行って頂くことで「毎日」勉強法を改善して頂き、自分を律することができるこ

と、甘さのない考え方、合格するまで根気強くやり続ける姿勢、謙虚な姿勢、的確な判断力、

迅速な行動を身に付けていって頂きます。毎日の学習内容のご連絡は、22時までにお願い

いたします。22時以降に学習した内容は翌日にご連絡ください。ご回答が明日以降になる

場合があります。予めご了承ください。また同様に１カ月の振り返りも行って頂いておりま

す。必要がある場合、お電話等での学習法のサポート（週に３回まで）をさせて頂く場合が

あります。 

 

 



１１．医学部合格のために、本当に必要な機能のみをご提供し、医学

部受験塾で最も低価格かつ最も本質的で高品質な内容を目指してい

ます。 
 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】では、医学部合格のために本当に必要な機能のみご提供し、医学部受験塾

で最も低価格かつ最も本質的で高品質な内容を目指しています。 

 

 



１２．コース・学費について【ネット（Web）個別指導通信教育（担

任による毎日の個別指導）自宅学習コース】 

 
圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】のコース・学費について、下記させて頂きます。医学部に合格するために

は、当然ですがとにかく「毎日」自力で解ける問題を増やし続ける必要があります。他の受

験生との比較という視点もありますが、基本は勉強しなければいけない量、解けなければな

らない問題の量は決まっており、それを自分がしたかどうかが合否を分けると考えます。 

「毎日」勉強して頂き、「毎日」学習状況のご連絡をして頂き、分からない問題がある場合

はご質問して頂き、必要がある場合はお電話等での個別指導（週３回まで）を行っておりま

す。 

＊こちらの【ネット（Web）個別指導通信教育（毎日の個別指導）自宅学習コース】は、

ご自宅等の塾以外の場所での学習を想定いたしておりますので、塾内に完全指定制のご

用意はございません。 

 

 

【ネット（Web）個別指導通信教育（毎日の個別指導）自宅学習コース】 ※日本全国から

ご受講可能 

ご指導内容：「毎日」の宿題・課題の進捗確認（場合によって修正）、「毎日」の勉強法の確

認・修正、「毎日」の学習内容・振り返り・明日の改善策の連絡、「毎日」の質問対応（毎日

2件まで）、必要な場合のお電話等での個別指導（週３回まで） 

入塾金： 3万円（税別） 

月額授業料（2科目）： 5万円（税別）＊2科目の料金です。 

＊4科目の場合は、月額授業料は、10万円（税別）です。 

＊こちらの【ネット（Web）個別指導通信教育（毎日の個別指導）自宅学習コース】は、

ご自宅等の塾以外の場所での学習を想定いたしておりますので、塾内に完全指定制のご

用意はございません。 

 

 



１３．宿題・課題について 
 
学習開始時に、どの教材をどのように進めて頂くかをお伝えさせて頂きます。学習をスター

トして頂き、毎日の学習進捗状況を確認させて頂く中で、修正が必要な場合、随時修正をさ

せて頂きます。その日に何を勉強すれば良いか分からないということは原則ございません。

無理に予定をこなすのではなく、完全に理解して進めて頂くことが極めて重要なため、教材

名のみをお伝えさせて頂き進めて頂いております。重要なのは、毎日の学習時間と完全に理

解し実践できるようになることです。 

 

 



１４．「毎日」の目標演習時間・学習開始時間について 

 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】では、集団形式の授業を受けている時間ではなく、基礎からレベルに合っ

た問題集を解いて、自力で解ける問題を増やす演習時間が、点数・偏差値を上げる時間だと

考えています。医学部合格者の学習内容を基に、医学部に確実に合格するために、それぞれ

の学年についての「毎日」の目標演習時間について、下記させて頂きます。下記の時間、だ

らだらと勉強するのではなく、集中を持続して勉強していく必要があります。合格するのに

必要な勉強量、解けなければならない問題量は決まっています。その量をこなしたかどうか

で合否が決まります。 

また、毎朝遅くとも 9時には、100％の能力が発揮できる状態で勉強をスタートしてくださ

い。入試は朝にあるため、例えば 11時から勉強するというスタイルでは入試で 100％の能

力を発揮することができません。 

 

・既卒・浪人生、再受験生： １２時間以上／1日 

・高３： 平日６時間以上／１日、土日１２時間以上／１日 

・高２： 平日４時間以上／1日、土日７時間以上／１日 

・高１： 平日３時間以上／１日、土日５時間以上／１日 

・中学生： 平日３時間以上／１日、土日５時間以上／１日 

＊学校が休みの期間は、中学生～高２は毎日８時間以上、高３は毎日１２時間以上の学習を

目標としてください。 

 

 



１５．模試、点数開示（既卒生）について 
 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】では、河合塾の模試、駿台の模試等受けて頂きたい模試をお伝えさせて頂

きますので、必ず受験頂き、結果の提出をお願いいたします。模試を受験頂き、結果を提出

頂かなければ、適切な学習指導、受験校アドバイスを行うことが困難になります。 

また、既卒生の方は前年度に受験した大学の点数開示と提出を必ずお願いいたします。不合

格の原因を明確にしなければ、同様に適切な学習指導、受験校アドバイスを行うことが困難

になります。 

 

 



１６．講師について 

 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】の講師は、偏差値の上がる勉強法の指導に長けた京都大学医学部医学科、

大阪大学医学部医学科、大阪市立大学医学部医学科、奈良県立医大医学部医学科等の医学部

合格講師、医学部在籍講師です。 

 

 



１７．担任について 

 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】では、塾長を含め、２～４名【ネット（Web）個別指導通信教育（担任に

よる毎日の個別指導）自宅学習コース】の塾長＋講師がそれぞれの生徒さんの担任として、

勉強法、勉強の進捗状況の確認・修正等を行います。継続して担任が指導をさせて頂くこと

で「点」ではなく、「線」での勉強法の改善が可能であると考えております。 

＊病気等のやむを得ない事情で、担任が変更になる場合があります。予めご了承ください。 

 

 



１８．質問対応について 

 

圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）

自宅学習コース】では、質問対応を行っております。質問は具体的な内容でお願いいたして

おります。具体的な内容の質問とは、例えば、「●ページ▲番の問題の、■行目の式変形が

分かりません。」といったポイントが明確な質問です。逆に、例えば、「ベクトルが分かりま

せん。」、「●ページの▲番の問題が分かりません。」といった質問は、分からないポイントが

具体的に絞られているとは言えないため、お受けいたしておりません。具体的でない質問を

することが習慣化してしまうと、自分でも分からないことを明確にすることができず、勉強

法として成績を上げることが難しくなってしまいます。 

また、質問は、1日２問までに制限させて頂いております。入試でも問題文から必要な情報

を正確に読み取る能力が必ず要求されるため、解説を全力で読み取り理解しようとするこ

とが必要であると考えるためです。全力で読み取り理解しようとして、それでも理解できな

い場合に質問をお願いいたします。最も基礎から学習して頂いており、レベルに合った説明

の詳しい問題集で学習して頂いているため、多くの質問をしないと理解することができな

い、進められないということはありません。質問はメール等でご対応をさせて頂いておりま

す。毎日の質問のご連絡は 22時までにお願いいたします。ご返信が次の日以降になる場合

もありますので、予めご了承ください。 

合格するためには、多くの疑問を自分で解決する能力を高める必要があると考えます。自分

で解決できるようになった方が、最終的には高い偏差値を維持できるようになるため、原則

その質問のみの解説ではなく、可能な限り自分で解決できるようになるような質問対応を

させて頂いております。 

 

 



１９．入塾までの流れについて 

 
入塾をご希望の方は、圧倒的個別塾公式サイトのメールお問い合わせフォーム
からご連絡ください。 
お申込み・お問い合わせ URL（圧倒的個別塾メールお問い合わせフォーム）： 
https://www.attotekikobetsu.com/contact.html 
 
情報は全てこちらの資料に記載させて頂いております。本資料以外の資料、書面の資料はご
ざいません。また、医学部合格には生徒さんの主体的な行動が必要であると考えております。
学習内容等必要な情報については、原則全て生徒さんにお伝えさせて頂き、自ら行動して頂
いております。何卒ご了承ください。 
 
①圧倒的個別塾公式サイトのメールお問い合わせフォームからお問い合わせ 
お申込み・お問い合わせ URL（圧倒的個別塾メールお問い合わせフォーム）： 
https://www.attotekikobetsu.com/contact.html 
 
「お問い合わせ内容欄」に、模試の偏差値、志望校等、生徒さんの詳しい情報を具体的にご
記入ください。詳しくご記入頂いた方が、より的確なご対応が可能となります。 
＊お問い合わせを頂いた日を含めて、３日以内にご連絡をさせて頂いております。３日経っ
てご連絡をさせて頂いておりません場合は、メールが当塾に到着していない可能性がござ
います。大変恐れ入りますが再度お問い合わせをお願い申し上げます。 
↓ 
②メールにてのご対応 
メールにてのご連絡内容で、ご希望の内容をご確認させていただきます。 
＊圧倒的個別塾圧倒的医進【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）
自宅学習コース】では、ご本人の意思・行動を重視いたしております。お問い合わせは原則
ご本人が行って頂くようにお願いいたします。ご本人の方でお問い合わせが難しい場合は、
ご本人に当塾の想い・システム全てをご理解頂いた上で、保護者の方の方でお問い合わせを
お願いいたします。 
＊当塾の最も基礎から勉強頂くという方針に沿って勉強されたくない方、基礎を飛ばして
発展の問題のみ学習されたい方、指定させて頂いた教材以外で独自に勉強されたい方、自分
の勉強方法で勉強されたい方、その他当塾の方針と異なる勉強法で勉強されたい方は、当塾
とは方針が異なり充分に成績を伸ばすことも困難であるため、ご受講頂いておりません。予
めご了承ください。 
↓ 
③電話面談 
入塾ご希望の方について、ご本人と 10分前後の電話面談を行います。電話面談では、当塾
の勉強法全てとマインドの方向性についてご理解頂いているかどうか、継続して勉強して
頂けるかを重視いたしております。電話面談までに、本資料全ての情報を全てご確認くださ
い。 
＊ご受講内容確認を目的とした面談となっております。本資料に記載させて頂いている内
容以外の受講システムに関するご質問は、事前にメールにてお問い合わせください。 

https://www.attotekikobetsu.com/contact.html
https://www.attotekikobetsu.com/contact.html


２０．その他 

 

・「自力で正答できる問題を増やし続けること」が重要なため、「自力で正答できる問題を増

やし続ける」効果の薄い集団型の指導は行っておりません。「自力で正答できる問題を増や

し続ける」には、大変ですが自分で考え手を動かして解くことが重要で、人の話を聞いてだ

けではあまり自力で解ける問題は増えないからです。また、人の話を聞いている時間が長け

れば長いほど、自分で考え手を動かして解く時間は短くなり、同様に「自力で正答できる問

題を増やし続ける」ことにはつながりません。 

・偏差値が上がる勉強法、マインドを重視しているため、最も適任の実際に偏差値が上がる

勉強法とマインドで医学部に合格した講師が指導を担当いたします。実際には医学部に合

格していないプロ講師の指導は行っておりません。 

・学習方法、受験大学等についてなど必要な情報は原則全て生徒さんにお伝えさせて頂き、

ご本人に行動して頂いております。予めご了承ください。 

＊こちらの【ネット（Web）個別指導通信教育（担任による毎日の個別指導）自宅学習

コース】は、ご自宅等塾以外での学習を想定いたしておりますので、塾内に完全指定制

のご用意はございません。 

 

 

 

お申込み・お問い合わせは圧倒的個別塾メールお問合わせフォームからお願い

いたします。 
＊大変恐れ入りますが、原則メールでのお問い合わせをお願いいたします。 

＊生徒さん個々に宿題・課題作成、学習予定作成を行うため、入塾受付は、通年で随時行っ

ております。 

お申込み・お問い合わせ URL（圧倒的個別塾メールお問い合わせフォーム）： 

https://www.attotekikobetsu.com/contact.html 

https://www.attotekikobetsu.com/contact.html

