
個別指導　秀英PAS/秀英PAS ONLINE　2023年度3月入学費用一覧

＜入学金・授業料・諸経費＞
【1対2】 【１対１】

１講座 週１（月４） ¥11,000 ¥13,200 ¥3,740 １講座 週１（月４） ¥11,000 ¥22,440 ¥3,740
２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥24,200 ¥3,740 ２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥41,140 ¥3,740
３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥36,300 ¥3,740 ３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥61,710 ¥3,740
４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥44,000 ¥3,740 ４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥74,800 ¥3,740
５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥55,000 ¥3,740 ５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥93,500 ¥3,740
６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥66,000 ¥3,740 ６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥112,200 ¥3,740
１講座 週１（月４） ¥11,000 ¥16,500 ¥3,960 １講座 週１（月４） ¥11,000 ¥28,050 ¥3,960
２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥30,800 ¥3,960 ２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥52,360 ¥3,960
３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥46,200 ¥3,960 ３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥78,540 ¥3,960
４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥57,200 ¥3,960 ４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥97,240 ¥3,960
５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥71,500 ¥3,960 ５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥121,550 ¥3,960
６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥85,800 ¥3,960 ６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥145,860 ¥3,960
１講座 週１（月４） ¥11,000 ¥14,300 ¥3,960 １講座 週１（月４） ¥11,000 ¥24,310 ¥3,960
２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥26,400 ¥3,960 ２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥44,880 ¥3,960
３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥39,600 ¥3,960 ３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥67,320 ¥3,960
４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥48,400 ¥3,960 ４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥82,280 ¥3,960
５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥60,500 ¥3,960 ５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥102,850 ¥3,960
６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥72,600 ¥3,960 ６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥123,420 ¥3,960
１講座 週１（月４） ¥11,000 ¥15,400 ¥3,960 １講座 週１（月４） ¥11,000 ¥26,180 ¥3,960
２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥28,600 ¥3,960 ２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥48,620 ¥3,960
３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥42,900 ¥3,960 ３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥72,930 ¥3,960
４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥52,800 ¥3,960 ４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥89,760 ¥3,960
５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥66,000 ¥3,960 ５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥112,200 ¥3,960
６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥79,200 ¥3,960 ６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥134,640 ¥3,960
１講座 週１（月４） ¥11,000 ¥16,500 ¥4,290 １講座 週１（月４） ¥11,000 ¥28,050 ¥4,290
２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥30,800 ¥4,290 ２講座 週２（月８） ¥11,000 ¥52,360 ¥4,290
３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥46,200 ¥4,290 ３講座 週３（月１２） ¥11,000 ¥78,540 ¥4,290
４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥57,200 ¥4,290 ４講座 週４（月１６） ¥11,000 ¥97,240 ¥4,290
５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥71,500 ¥4,290 ５講座 週５（月２０） ¥11,000 ¥121,550 ¥4,290
６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥85,800 ¥4,290 ６講座 週６（月２４） ¥11,000 ¥145,860 ¥4,290

【映像プラスコース】 【TETRA】

中１ ¥11,000 ¥26,400 ¥3,960 １講座 ¥3,300 ※教科は英語と数学の2教科です
中２ ¥11,000 ¥28,600 ¥3,960 ２講座 ¥6,600 ※TETRA単独でのお申込みはできません
中３ ¥11,000 ¥30,800 ¥4,290
中１ ¥11,000 ¥32,780 ¥3,960 【ELST】
中２ ¥11,000 ¥35,530 ¥3,960
中３ ¥11,000 ¥38,280 ¥4,290 ※教科は英語のみです

小１～小６ ¥550 ※毎月の諸経費に追加されます

＜模試費＞
実施する月分の授業料・諸経費と併せて請求させていただきます

中１～中２ ¥3,850
中３ ¥3,960

＜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。
※集団授業・映像授業を併用している場合は、各々の費用を別途請求させていただきます。ただし、PAS分の諸経費は無料になります。
※請求月は以下の通りです。
　 小学生・中１～２：入学月から2024年2月分まで
　 中３：入学月から2024年3月分まで（TETRAは2月分まで）
※中3生の映像プラスコースは2024年2月までの開講となりますので、2024年3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。
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小４～小６
中学入試

対策コース

小４～小６
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中３



個別指導　秀英PAS/秀英PAS ONLINE　2023年度3月入学費用一覧（総納入額）

【小学生　1対2】

１講座 ¥27,940 ¥28,490 ¥186,340 ¥192,390
２講座 ¥38,940 ¥39,490 ¥307,340 ¥313,390
３講座 ¥51,040 ¥51,590 ¥440,440 ¥446,490
４講座 ¥58,740 ¥59,290 ¥525,140 ¥531,190
５講座 ¥69,740 ¥70,290 ¥646,140 ¥652,190
６講座 ¥80,740 ¥81,290 ¥767,140 ¥773,190
１講座 ¥31,460 ¥32,010 ¥225,060 ¥231,110
２講座 ¥45,760 ¥46,310 ¥382,360 ¥388,410
３講座 ¥61,160 ¥61,710 ¥551,760 ¥557,810
４講座 ¥72,160 ¥72,710 ¥672,760 ¥678,810
５講座 ¥86,460 ¥87,010 ¥830,060 ¥836,110
６講座 ¥100,760 ¥101,310 ¥987,360 ¥993,410

【小学生　1対1】

１講座 ¥37,180 ¥37,730 ¥287,980 ¥294,030
２講座 ¥55,880 ¥56,430 ¥493,680 ¥499,730
３講座 ¥76,450 ¥77,000 ¥719,950 ¥726,000
４講座 ¥89,540 ¥90,090 ¥863,940 ¥869,990
５講座 ¥108,240 ¥108,790 ¥1,069,640 ¥1,075,690
６講座 ¥126,940 ¥127,490 ¥1,275,340 ¥1,281,390
１講座 ¥43,010 ¥43,560 ¥352,110 ¥358,160
２講座 ¥67,320 ¥67,870 ¥619,520 ¥625,570
３講座 ¥93,500 ¥94,050 ¥907,500 ¥913,550
４講座 ¥112,200 ¥112,750 ¥1,113,200 ¥1,119,250
５講座 ¥136,510 ¥137,060 ¥1,380,610 ¥1,386,660
６講座 ¥160,820 ¥161,370 ¥1,648,020 ¥1,654,070

【中学生　1対2】

１講座 ¥33,110 ¥36,410 ¥235,510 ¥271,810
２講座 ¥45,210 ¥48,510 ¥51,810 ¥368,610 ¥404,910 ¥441,210
３講座 ¥58,410 ¥61,710 ¥65,010 ¥513,810 ¥550,110 ¥586,410
４講座 ¥67,210 ¥70,510 ¥73,810 ¥610,610 ¥646,910 ¥683,210
５講座 ¥79,310 ¥82,610 ¥85,910 ¥743,710 ¥780,010 ¥816,310
６講座 ¥91,410 ¥94,710 ¥98,010 ¥876,810 ¥913,110 ¥949,410
１講座 ¥34,210 ¥37,510 ¥247,610 ¥283,910
２講座 ¥47,410 ¥50,710 ¥54,010 ¥392,810 ¥429,110 ¥465,410
３講座 ¥61,710 ¥65,010 ¥68,310 ¥550,110 ¥586,410 ¥622,710
４講座 ¥71,610 ¥74,910 ¥78,210 ¥659,010 ¥695,310 ¥731,610
５講座 ¥84,810 ¥88,110 ¥91,410 ¥804,210 ¥840,510 ¥876,810
６講座 ¥98,010 ¥101,310 ¥104,610 ¥949,410 ¥985,710 ¥1,022,010
１講座 ¥35,750 ¥39,050 ¥293,040 ¥329,340
２講座 ¥50,050 ¥53,350 ¥56,650 ¥464,640 ¥500,940 ¥537,240
３講座 ¥65,450 ¥68,750 ¥72,050 ¥649,440 ¥685,740 ¥722,040
４講座 ¥76,450 ¥79,750 ¥83,050 ¥781,440 ¥817,740 ¥854,040
５講座 ¥90,750 ¥94,050 ¥97,350 ¥953,040 ¥989,340 ¥1,025,640
６講座 ¥105,050 ¥108,350 ¥111,650 ¥1,124,640 ¥1,160,940 ¥1,197,240

【中学生　1対1】

１講座 ¥43,120 ¥46,420 ¥345,620 ¥381,920
２講座 ¥63,690 ¥66,990 ¥70,290 ¥571,890 ¥608,190 ¥644,490
３講座 ¥86,130 ¥89,430 ¥92,730 ¥818,730 ¥855,030 ¥891,330
４講座 ¥101,090 ¥104,390 ¥107,690 ¥983,290 ¥1,019,590 ¥1,055,890
５講座 ¥121,660 ¥124,960 ¥128,260 ¥1,209,560 ¥1,245,860 ¥1,282,160
６講座 ¥142,230 ¥145,530 ¥148,830 ¥1,435,830 ¥1,472,130 ¥1,508,430
１講座 ¥44,990 ¥48,290 ¥366,190 ¥402,490
２講座 ¥67,430 ¥70,730 ¥74,030 ¥613,030 ¥649,330 ¥685,630
３講座 ¥91,740 ¥95,040 ¥98,340 ¥880,440 ¥916,740 ¥953,040
４講座 ¥108,570 ¥111,870 ¥115,170 ¥1,065,570 ¥1,101,870 ¥1,138,170
５講座 ¥131,010 ¥134,310 ¥137,610 ¥1,312,410 ¥1,348,710 ¥1,385,010
６講座 ¥153,450 ¥156,750 ¥160,050 ¥1,559,250 ¥1,595,550 ¥1,631,850
１講座 ¥47,300 ¥50,600 ¥431,640 ¥467,940
２講座 ¥71,610 ¥74,910 ¥78,210 ¥723,360 ¥759,660 ¥795,960
３講座 ¥97,790 ¥101,090 ¥104,390 ¥1,037,520 ¥1,073,820 ¥1,110,120
４講座 ¥116,490 ¥119,790 ¥123,090 ¥1,261,920 ¥1,298,220 ¥1,334,520
５講座 ¥140,800 ¥144,100 ¥147,400 ¥1,553,640 ¥1,589,940 ¥1,626,240
６講座 ¥165,110 ¥168,410 ¥171,710 ¥1,845,360 ¥1,881,660 ¥1,917,960

【中学生５教科コース】

中１ ¥45,210 ¥48,510 ¥368,610 ¥404,910
中２ ¥47,410 ¥50,710 ¥392,810 ¥429,110
中３ ¥50,050 ¥53,350 ¥450,340 ¥486,640
中１ ¥51,590 ¥54,890 ¥58,190 ¥438,790 ¥475,090 ¥511,390
中２ ¥54,340 ¥57,640 ¥60,940 ¥469,040 ¥505,340 ¥541,640
中３ ¥57,530 ¥60,830 ¥64,130 ¥546,920 ¥583,220 ¥619,520

※統一テストをお申込みいただかない場合、模試費を除いた金額をご請求します。
※ご購入いただく教材の教材費を別途ご請求します。

入学月（3月）納入額
（内訳：入学金＋授業料＋諸経費＋模試費）

入学月（3月）納入額
（内訳：入学金＋授業料＋諸経費）

入学翌月以降（4月～2月）総納入額
（内訳：授業料＋諸経費）

TETRAあり
（2講座）

ELSTなし ELSTあり

入学月（3月）納入額
（内訳：入学金＋授業料＋諸経費＋模試費）

入学翌月以降（4月～2月(中3は4月～3月)）総納入額
（内訳：授業料＋諸経費＋模試費）

学年 講座数

TETRAあり
（1講座）

TETRAあり
（2講座）

入学翌月以降（4月～2月(中3は4月～3月)）総納入額
（内訳：授業料＋諸経費＋模試費）

入学月（3月）納入額
（内訳：入学金＋授業料＋諸経費＋模試費）

TETRAなし

TETRAなし
TETRAあり
（1講座）

TETRAあり
（2講座）

中１

中２

中３

TETRAなし
TETRAあり
（1講座）

学年

５教科映像プラス
（PAS1教科・映像4教科）

５教科映像プラス
（PAS2教科・映像3教科）

TETRAなし
TETRAあり
（1講座）

TETRAあり
（2講座）

コース

TETRAあり
（1講座）

TETRAあり
（2講座）

中１

中２

中３

TETRAなし
TETRAあり
（1講座）

TETRAあり
（2講座）

TETRAなし
学年 講座数

入学翌月以降（4月～2月(中3は4月～3月)）総納入額
（内訳：授業料＋諸経費＋模試費）

小１～小６

小４～小６
中学入試

対策コース

ELSTなし ELSTあり
学年 講座数

小１～小６

小４～小６
中学入試

対策コース

学年

入学月（3月）納入額
（内訳：入学金＋授業料＋諸経費）

入学翌月以降（4月～2月）総納入額
（内訳：授業料＋諸経費）

ELSTなし ELSTあり ELSTなし ELSTあり
講座数


