
秀英PAS/秀英PAS ONLINE/秀英iD予備校高校生コース/オンライン高校数学講座
2023年度4月　料金例

＜授業料・諸経費＞
【１対２】 【１対１】

１講座 週１（月４） ¥17,600 ¥3,960 １講座 週１（月４） ¥29,920 ¥3,960
２講座 週２（月８） ¥33,000 ¥3,960 ２講座 週２（月８） ¥56,100 ¥3,960
３講座 週３（月１２） ¥49,500 ¥3,960 ３講座 週３（月１２） ¥84,150 ¥3,960
４講座 週４（月１６） ¥61,600 ¥3,960 ４講座 週４（月１６） ¥104,720 ¥3,960
５講座 週５（月２０） ¥77,000 ¥3,960 ５講座 週５（月２０） ¥130,900 ¥3,960
６講座 週６（月２４） ¥92,400 ¥3,960 ６講座 週６（月２４） ¥157,080 ¥3,960
１講座 週１（月４） ¥18,700 ¥3,960 １講座 週１（月４） ¥31,790 ¥3,960
２講座 週２（月８） ¥35,200 ¥3,960 ２講座 週２（月８） ¥59,840 ¥3,960
３講座 週３（月１２） ¥52,800 ¥3,960 ３講座 週３（月１２） ¥89,760 ¥3,960
４講座 週４（月１６） ¥66,000 ¥3,960 ４講座 週４（月１６） ¥112,200 ¥3,960
５講座 週５（月２０） ¥82,500 ¥3,960 ５講座 週５（月２０） ¥140,250 ¥3,960
６講座 週６（月２４） ¥99,000 ¥3,960 ６講座 週６（月２４） ¥168,300 ¥3,960
１講座 週１（月４） ¥19,800 ¥4,290 １講座 週１（月４） ¥33,660 ¥4,290
２講座 週２（月８） ¥37,400 ¥4,290 ２講座 週２（月８） ¥63,580 ¥4,290
３講座 週３（月１２） ¥56,100 ¥4,290 ３講座 週３（月１２） ¥95,370 ¥4,290
４講座 週４（月１６） ¥70,400 ¥4,290 ４講座 週４（月１６） ¥119,680 ¥4,290
５講座 週５（月２０） ¥88,000 ¥4,290 ５講座 週５（月２０） ¥149,600 ¥4,290
６講座 週６（月２４） ¥105,600 ¥4,290 ６講座 週６（月２４） ¥179,520 ¥4,290

【映像プラスコース】 【TETRA】

※教科は数学のみです
¥23,100 ¥3,960 高１～高２ １講座 ¥1,100 ※TETRA単独でのお申込みはできません
¥26,840 ¥3,960
¥38,500 ¥3,960
¥24,640 ¥3,960 【ASSIST Study Room】
¥28,380 ¥3,960
¥41,140 ¥3,960
¥25,960 ¥4,290 高１ ¥12,100 ¥3,960
¥31,240 ¥4,290 高２ ¥13,200 ¥3,960
¥43,560 ¥4,290 高３・卒生 ¥16,500 ¥4,290
¥48,840 ¥4,290 ＜開催校舎＞
¥62,260 ¥4,290 映像授業開講校舎及び下記校舎

PAS旭川本部、PAS白子駅前、PAS久居駅前、PAS富田、PAS菰野
【iD映像授業コース】 PAS早良、PAS前原、PAS春日、PAS長尾、PAS伊都、PAS和白、PAS大野城、PAS百道

¥13,750 ¥3,960 【オンライン高校数学講座】
¥23,100 ¥3,960
¥29,150 ¥3,960
¥35,200 ¥3,960 高１ ¥16,500 ¥3,960
¥14,850 ¥3,960 高２ ¥14,300 ¥3,960
¥24,200 ¥3,960
¥30,250 ¥3,960
¥36,300 ¥3,960
¥28,600 ¥4,290
¥38,500 ¥4,290
¥48,400 ¥4,290
¥58,300 ¥4,290

＜教材費＞
お申込みのコースによって使用教材を設定しております。詳細は別紙「教材受付表」をご確認ください。

※料金は税込価格(10％)です。
※校舎により対応できない学年・コース・指導形態があります。詳しくはお問い合わせください。
※初回入学費用につきましては、後日電算課から振込用紙を郵送いたします。（引落口座の登録がある方は、口座振替請求となる場合もございます。）
※諸経費は施設維持（オンライン運営費を含む）、授業以外の付属的な指導や配付物等に関わる費用になります。学年に応じて毎月発生します。
※兄弟姉妹または本人が小中学部・大学受験部・秀英PAS・秀英iD予備校に在籍している、または卒業・退塾した月より5年以内の方は、入学金が無料となります。
※請求月は以下の通りです。
　・PAS1対2・1対1・映像プラスコース・TETRA（高１～高３・卒生）：入学月から2024年3月分まで
　・iD映像授業コース・ASSIST Study Roomコース（高1・2）：入学月から2024年3月分まで
　・iD映像授業コース・ASSIST Study Roomコース（高3）：入学月から2024年2月分まで
　・オンライン高校数学講座：入学月から2024年3月分まで（8月分の請求はございません）
※高３生の映像プラスコースは映像授業が12月までとなりますので、2024年1月より個別指導1対2コースに変更させていただきます。
※高３生のiD映像授業コースは映像授業が12月までとなりますので、2024年1月よりASSIST Study Roomコースに変更させていただきます。
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