
 2023年3月 料金例 知多・春⽇井

(以下税込⾦額)

学年 商品名 指導教科
授業料
(⽉額)

諸経費
(⽉額)

⼩3 標準ｸﾗｽ 算国 7,700 1,980
⼩3 標準ｸﾗｽ 国 5,500 1,980
⼩3 標準ｸﾗｽ 算 5,500 1,980
⼩3 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算国 7,700 1,980
⼩3 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算 5,500 1,980
⼩3 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 国 5,500 1,980
⼩4 標準ｸﾗｽ 算国英 9,900 1,980
⼩4 標準ｸﾗｽ 算国 7,700 1,980
⼩4 標準ｸﾗｽ 国英 7,700 1,980
⼩4 標準ｸﾗｽ 算英 7,700 1,980
⼩4 標準ｸﾗｽ 国 5,500 1,980
⼩4 標準ｸﾗｽ 算 5,500 1,980
⼩4 標準ｸﾗｽ 英 5,500 1,980
⼩4 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算国英 9,900 1,980
⼩4 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算国 7,700 1,980
⼩4 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 国英 7,700 1,980
⼩4 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算英 7,700 1,980
⼩4 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 国 5,500 1,980
⼩4 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算 5,500 1,980
⼩4 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 英 5,500 1,980
⼩4 中学受検明和ｸﾗｽ（名古屋本部校で開講） 算国理社 11,000 3,300
⼩5 標準ｸﾗｽ 算国理社英 13,860 1,980
⼩5 標準ｸﾗｽ 算国理社 9,900 1,980
⼩5 標準ｸﾗｽ 国社英 10,560 1,980
⼩5 標準ｸﾗｽ 算理英 10,560 1,980
⼩5 標準ｸﾗｽ 国社 6,600 1,980
⼩5 標準ｸﾗｽ 算理 6,600 1,980
⼩5 標準ｸﾗｽ 英 7,260 1,980
⼩5 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算国英 13,860 1,980
⼩5 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算国 9,900 1,980
⼩5 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 国英 10,560 1,980
⼩5 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算英 10,560 1,980
⼩5 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 国 6,600 1,980
⼩5 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算 6,600 1,980
⼩5 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 英 7,260 1,980
⼩5 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ（名古屋本部校で開講） 算国 14,300 1,980
⼩5 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ(併⽤・名古屋本部校で開講) 算国 11,000 0
⼩5 中学受検明和ｸﾗｽ（名古屋本部校で開講） 算国理社適性検査対策 16,500 3,300
⼩6 標準ｸﾗｽ 算国理社英 13,860 1,980
⼩6 標準ｸﾗｽ 算国理社 9,900 1,980
⼩6 標準ｸﾗｽ 国社英 10,560 1,980
⼩6 標準ｸﾗｽ 算理英 10,560 1,980
⼩6 標準ｸﾗｽ 国社 6,600 1,980
⼩6 標準ｸﾗｽ 算理 6,600 1,980
⼩6 標準ｸﾗｽ 英 7,260 1,980
⼩6 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算国英 13,860 1,980
⼩6 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算国 9,900 1,980
⼩6 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 国英 10,560 1,980
⼩6 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算英 10,560 1,980
⼩6 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 国 6,600 1,980
⼩6 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 算 6,600 1,980
⼩6 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ 英 7,260 1,980
⼩6 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ（名古屋本部校で開講） 算国 14,300 1,980
⼩6 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ(併⽤・名古屋本部校で開講) 算国 11,000 0
中1 総合ｺｰｽ 英数理社国 19,800 3,300
中1 英数国ｺｰｽ 英数国 16,500 3,300
中1 ｵﾝﾗｲﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ 英数国 16,500 2,750
中1 ｵﾝﾗｲﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ(併⽤) 英数国 13,200 0
中1 ｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ 英数理社国 13,860 2,530
中2 総合ｺｰｽ 英数理社国 20,350 3,300
中2 英数国ｺｰｽ 英数国 17,050 3,300
中2 ｵﾝﾗｲﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ 英数国 18,700 2,750
中2 ｵﾝﾗｲﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ(併⽤) 英数国 15,400 0
中2 ｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ 英数理社国 14,245 2,530
中3 総合ｺｰｽ 英数理社国 21,450 3,300
中3 ｵﾝﾗｲﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ 英数国 22,000 2,750
中3 ｵﾝﾗｲﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽ(併⽤) 英数国 18,700 0
中3 ｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ 英数理社国 15,015 2,530

※初回は⼊学⾦・授業料・諸経費・教材費・模試費（実施分）を請求いたします。
 翌⽉以降は授業料・諸経費・模試費を請求いたします。（模試費は実施⽉のみ請求いたします。）
※各種割引については『塾⽣のしおり』をご参照ください。ご不明な点はお問合せください。
※校舎により開催クラスが異なります。詳細は⼊学校舎へお問合せください。
※中3総合ｺｰｽは12⽉より⼊試ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ追加の為授業料が変更となります。(12⽉以降授業料\28,050-) 
※（併⽤）とある商品は、上記記載商品と同時に在籍していただく場合の料⾦となります。
 （次の商品との併⽤は併⽤料⾦対象外となります。ｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ、秀英PAS、⾃宅学習、秀英KIDS）


