2023

パートナー・シルバー会員 特典一覧
頑張る皆様をとことん応援！ mpi ならではの特典がいっぱい！
年会費

30,000 円 + 税

お教室運営をサポート
特典

1

特典

2

mpi English Schools を開設できます
mpiメソッドで教えるmpi 認定の英語教室を開設すること
ができます。

教室開設・生徒募集ツールの
データを利用できます
お教室開設に必要な看板や冊子、
先生の名刺などに使えるロゴな
どのデータをマイページからダ
ウンロードできます。

特典

3

mpi の教材が

いつでも

名刺イメージ
参考デザイン

特典

4

特典

5

デジタルパンフレット

詳細は裏面へ
期間限定

特典

6

20％OFF & 送料無料
20%OFF は mpi の出版物が対象です。※一部他社商品を除く

スキルアップをサポート
特典

7

11

レッスンを向上させ、指導の悩みを解決しませんか。
同じ目標・カリキュラムで英語を教えるパートナー会員
同士が学び合う貴重な機会です。
特典

8

特典

9

セミナー 1 講座が

無料

セミナーガイドにある全てのセミナーの中から 1 講座
無料で受講できます。 ※一部対象外のセミナーがあります

特典

12

特典

13

mpi セミナーを 20% オフで受講できます。

10

「mpi TAGAKI 発表会」を視聴できます
「英語のできる �� 歳」を理念に掲げた mpi メソッドで
学んでいる子供たちの発表会の様子を無料でご覧いた
だけます。

指導に必須の「カリキュラムブック」
指導者のための最新版「カリキュラムブック」
を差し上げます。パートナー登録初年度の方
に は「生 徒 用 冊 子 My Achievement Book
(MAB) レベル０〜３」も併せて差し上げます。

mpi メソッドのレベル 0 のレッスン
プランを利用できます

教室で使える便利な素材を無料で利用
できます
カレンダーポスター、チラシなど教室で使えるデータを
マイページから無料ダウンロードできます。 詳細は裏面へ

mpi の教材を使って先生の発音練習が
できます
生徒の自宅学習管理アプリ「mpi リピー
トーク」で、先生の発音練習ができます。

パートナー・シルバー会員限定「パートナーズ・ネッ
トワーク（PN）メール」で mpi からの最新のお知らせ
と登録地域の情報を随時配信します。

モデルプランを差し上げますので安心してレッスンの準
備に取り掛かることができます。

※一部対象外のセミナーがあります

特典

役立つ英語教育情報を定期的に
受け取れます

※レベル４以上はデータをダウンロードできます。

全てのオンラインセミナーを

20％OFF で受講できます

mpi ホームページ内の全国の mpi English Schools の
一覧に、無料でお教室情報を掲載できます。

充実した指導コンテンツ
特典

スキルアップのための
「教室実践セミナー」へご招待

mpi English Schools のパートナー教室
一覧に掲載できます

詳細は裏面へ

※特典の内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

特典

14

特典

15

mpi の教材付属の CD音源が
アプリで使い放題

詳細は裏面へ

自宅学習管理アプリ「mpiリピートーク」
をお教室に導入できます
音声を録音・提出できる「mpi リピートーク」。生徒の人
数に合わせて導入できるので音読の
詳細は裏面へ
宿題管理に大変便利です。※有料

特典

2

教室開設・生徒募集ツールのデータを利用できます
オンラインストア「マイページ」よりお教室開設に必要なグッズのデータをダウンロードできます。
豊富なデータをご用意しています。ぜひご利用ください。
※デザインは変更される場合があります

教室看板・ポスター・チラシのデータ

看板データ

使用例

※お教室名は、mpi English Schools を先頭につけてください

※空欄の中にお教室情報を入れてご利用ください

例：mpi English Schools みんなの英語 渋谷教室

名刺作成時のロゴデータ

松香

パートナー教室案内デジタルパンフレット

パートナー教室案内がデジタルパンフレットになりました。

花子

Hanako Matuska

デジタルで
エコ＆便利に！

mpi English Schools
※名刺のできあがり例

のことが保護者の方に
伝わりやすい！

※画像はイメージです

特典

13

教室で使える便利な素材を無料で利用できます
ダウンロードアイテムに関するご案内を毎月発信
していきます。
オンラインストア 「マイページ」からダウンロードし、必要に
応じてプリントアウトしてご利用ください。

特典

15

自宅学習管理アプリ「mpiリピートーク」をお教室
に導入できます
音声を録音・提出できる「mpiリピートーク」。生徒の人数に合わせて
導入できるので音読の宿題管理に大変便利です。※有料

mpi リピートーク
mpi メソッドで使用教材の音読を生徒が
録音して先生に提出できるアプリです。
先生からのコメントも直接できるので、
生徒のモチベーションもアップします。

特典

14

特典

10

mpi の教材付属の CD音源がアプリで使い放題
mpi の教材を使って先生の発音練習ができます
生徒の自宅学習管理アプリ「mpiリピートーク」で、先生の発音練習
ができます。

お問合せ

semin@mpi-j.co.jp
(mpi 松香フォニックス セミナー担当)

2023

パートナー・ゴールド会員 特典一覧
頑張る皆様をとことん応援！ mpi ならではの特典がいっぱい！
年会費

30,000 円 + 税

お教室運営をサポート
特典

1

特典

2

mpi English Schools を開設できます
mpi メソッドで教える mpi 認定の英語教室を開設することが
できます。

3

4

教室開設・生徒募集ツールの
データを利用できます
お教室開設に必要な看板や冊子、
先生の名刺などに使えるロゴな
どのデータをマイページからダ
ウンロードできます。

特典

特典

mpi の教材が

いつでも

デジタルパンフレット

5

期間限定

20％OFF & 送料無料
※一部他社商品を除く

特典

6

特典

9

特典

10

「パートナー会員実践セミナー」へご招待
年に一度 mpi メソッドを確認する日です。同じ目標・カリキュ
ラムで英語を教えるパートナー会員同志が学び合う貴重な機会
に是非ご参加ください。

特典

7

セミナーガイドにあるセミナーの中から1 講座無料で受講できます。

特典

11

特典

12

特典

13

特典

14

オンラインセミナーを 80％OFF
特典

15

指導のプロがサポートします
スーパーバイザーが会員限定セミナーなどを開催し、皆様をサ
ポートします。※有料

発音練習をサポート
生徒の自宅学習管理アプリ「mpi リピートーク」
には一部の教材に発音 AI 判定機能が搭載され
ています。パートナー・シルバー会員はそれを
詳細は裏面へ
使ってご自身の発音トレーニングができます。

※特典の内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

「英語のできる 15 歳」を目標にした「mpi TAGAKI 発表会」へ抽選
エントリーができます。※応募者多数の場合は抽選

指導に必須の「カリキュラムブック」
指導者のための最新版「カリキュラムブック」を
差し上げます。パートナー登録初年度の方には「生
徒用冊子 My Achievement Book(MAB) レベル０
〜３」も併せて差し上げます。 ※レベル４以上はダウンロード形式

mpi メソッドのレベル 0 のレッスン
プランを利用できます
モデルプランを差し上げますので安心してレッスンの準備に
取り掛かることができます。

で受講できます
教室開設コース、J-SHINE プログラム、幼児指導者認定コースが
何度でも80% オフで受講できます。※一部対象外のセミナーがあります

「mpi TAGAKI 発表会」に挑戦できます

充実した指導コンテンツ

セミナー 1 講座が 無料
※一部対象外のセミナーがあります

パートナー会員が主催する発表会を
サポートします
発表会のための後援金、協賛品などがあります。

スキルアップをサポート
8

役立つ英語教育情報を定期的に
受け取れます
パ ー ト ナ ー・シ ル バ ー 会 員 限 定「パ ー ト ナ ー ズ・ネ ッ ト ワ ー ク
（PN）メール」で mpi からの最新のお知らせを随時配信します。

詳細は裏面へ

mpi オンラインストアで対象商品を購入された場合に限ります。

特典

ご自分のお教室のウェブサイトを開設できます。スマホでも簡単に
入力や写真のアップロードができます。お教室の紹介・地図・ブロ
グ等を、お教室オリジナルのウェブサイトに掲載できます。

※但し教室名のみは無料で mpi ホームページ内に掲載できます

特典
名刺イメージ
参考デザイン

mpi English Schools のウェブサイトを
開設できます

特典

16

特典

17

教室で使える便利な素材を無料で利用できます
カレンダー、チラシ、ピクチャーカードなど教室で使えるデー
タをマイページから無料ダウンロードできます。 詳細は裏面へ

mpi メソッドの教材付属の CD音源が
詳細は裏面へ
アプリで使い放題
自宅学習管理アプリ「mpiリピートーク」
をお教室に導入できます
音声を録音・提出できる「mpi リピートーク」。生徒の人数に
合わせて導入できるので音読の宿題管理に
詳細は裏面へ
大変便利です。※有料

2023

パートナー・プラチナ会員 特典一覧
頑張る皆様をとことん応援！ mpi ならではの特典がいっぱい！
年会費

30,000 円 + 税

お教室運営をサポート
特典

1

特典

2

mpi English Schools を開設できます
mpi メソッドで教える mpi 認定の英語教室を開設することが
できます。

3

4

教室開設・生徒募集ツールの
データを利用できます
お教室開設に必要な看板や冊子、
先生の名刺などに使えるロゴな
どのデータをマイページからダ
ウンロードできます。

特典

特典

mpi の教材が

いつでも

デジタルパンフレット

5

期間限定

25％OFF & 送料無料
※一部他社商品を除く

特典

6

特典

9

特典

10

「パートナー会員実践セミナー」へご招待
年に一度 mpi メソッドを確認する日です。同じ目標・カリキュ
ラムで英語を教えるパートナー会員同志が学び合う貴重な機会
に是非ご参加ください。

特典

7

セミナーガイドにあるセミナーの中から1 講座無料で受講できます。

特典

11

特典

12

特典

13

特典

14

オンラインセミナーを 80％OFF
特典

15

指導のプロがサポートします
スーパーバイザーが会員限定セミナーなどを開催し、皆様をサ
ポートします。※有料

発音練習をサポート
生徒の自宅学習管理アプリ「mpi リピートーク」
には一部の教材に発音 AI 判定機能が搭載され
ています。パートナー・シルバー会員はそれを
詳細は裏面へ
使ってご自身の発音トレーニングができます。

※特典の内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

「英語のできる 15 歳」を目標にした「mpi TAGAKI 発表会」へ抽選
エントリーができます。※応募者多数の場合は抽選

指導に必須の「カリキュラムブック」
指導者のための最新版「カリキュラムブック」を
差し上げます。パートナー登録初年度の方には「生
徒用冊子 My Achievement Book(MAB) レベル０
〜３」も併せて差し上げます。 ※レベル４以上はダウンロード形式

mpi メソッドのレベル 0 のレッスン
プランを利用できます
モデルプランを差し上げますので安心してレッスンの準備に
取り掛かることができます。

で受講できます
教室開設コース、J-SHINE プログラム、幼児指導者認定コースが
何度でも80% オフで受講できます。※一部対象外のセミナーがあります

「mpi TAGAKI 発表会」に挑戦できます

充実した指導コンテンツ

セミナー 1 講座が 無料
※一部対象外のセミナーがあります

パートナー会員が主催する発表会を
サポートします
発表会のための後援金、協賛品などがあります。

スキルアップをサポート
8

役立つ英語教育情報を定期的に
受け取れます
パ ー ト ナ ー・シ ル バ ー 会 員 限 定「パ ー ト ナ ー ズ・ネ ッ ト ワ ー ク
（PN）メール」で mpi からの最新のお知らせを随時配信します。

詳細は裏面へ

mpi オンラインストアで対象商品を購入された場合に限ります。

特典

ご自分のお教室のウェブサイトを開設できます。スマホでも簡単に
入力や写真のアップロードができます。お教室の紹介・地図・ブロ
グ等を、お教室オリジナルのウェブサイトに掲載できます。

※但し教室名のみは無料で mpi ホームページ内に掲載できます

特典
名刺イメージ
参考デザイン

mpi English Schools のウェブサイトを
開設できます

特典

16

特典

17

教室で使える便利な素材を無料で利用できます
カレンダー、チラシ、ピクチャーカードなど教室で使えるデー
タをマイページから無料ダウンロードできます。 詳細は裏面へ

mpi メソッドの教材付属の CD音源が
詳細は裏面へ
アプリで使い放題
自宅学習管理アプリ「mpiリピートーク」
をお教室に導入できます
音声を録音・提出できる「mpi リピートーク」。生徒の人数に
合わせて導入できるので音読の宿題管理に
詳細は裏面へ
大変便利です。※有料

