
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

学年 ターム 科目 授業回数 塾生料金 講習生料金 教材費 ※テスト代

通期 英数国理社 150分×18回 ¥59,400 ¥63,800

前期 英数国理社
150分×8回

+300分×2回
¥39,600 ¥41,800

後期 英数国理社 150分×８回 ¥26,400 ¥28,600

通期 英数国理社 110分×18回 ¥40,700 ¥45,100

前期 英数国理社 110分×9回 ¥23,100 ¥25,300

後期 英数国理社 110分×9回 ¥23,100 ¥25,300

通期 英数理社 180分×8回 ¥33,000 ¥37,400

前期 英数理社 180分×4回 ¥18,700 ¥20,900

後期 英数理社 180分×4回 ¥18,700 ¥20,900

通期 算国英 110分×13回 ¥19,800 ¥24,200

前期 算国英 110分×6回 ¥9,900 ¥12,100

後期 算国英 110分×7回 ¥12,100 ¥14,300

通期 算国英理社 110分×13回 ¥26,400 ¥30,800

前期 算国英理社 110分×6回 ¥14,300 ¥16,500

後期 算国英理社 110分×7回 ¥15,400 ¥17,600

通期 算国英+能力開発 110分×13回 ¥26,400 ¥30,800

前期 算国英+能力開発 110分×6回 ¥14,300 ¥16,500

後期 算国英+能力開発 110分×7回 ¥15,400 ¥17,600

通期 受験科目 165分×14回 ¥35,200 ¥39,600

前期 受験科目 165分×7回 ¥19,800 ¥22,000

後期 受験科目 165分×7回 ¥19,800 ¥22,000

通期 算国理社 130分×13回 ¥29,700 ¥34,100

前期 算国理社 130分×6回 ¥16,500 ¥18,700

後期 算国理社 130分×7回 ¥17,600 ¥19,800

通期 算国英理社 130分×13回 ¥29,700 ¥34,100

前期 算国英理社 130分×6回 ¥16,500 ¥18,700

後期 算国英理社 130分×7回 ¥17,600 ¥19,800

算国 50分×8回 ¥6,600 ¥11,000

要相談 50分×4回 ¥3,300 ¥5,500

算国 50分×8回 ¥6,600 ¥11,000

要相談 50分×4回 ¥3,300 ¥5,500

算国 50分×8回 ¥6,600 ¥11,000

要相談 50分×4回 ¥3,300 ¥5,500

50分×12回 ¥27,500 ¥31,900

50分×6回 ¥13,750 ¥15,950

50分×12回 ¥22,000 ¥26,400

50分×6回 ¥11,000 ¥13,200

　2021年度夏期講習　小中学部【料金一覧】　　　香川地区

¥2,970

¥2,970

¥1,320

¥1,320

¥2,200

¥3,900

¥2,200

¥2,200

¥2,200

¥2,200

中3

中1・2

小3～6

（標準）

小5・6

（発展）

小3・4

（発展）

¥2,970 ¥2,200

小3・4

（附属）

小2

小１

小5

（附属）
¥2,200 ¥2,200

¥2,200¥2,200

¥5,500 ¥2,200
小6

（附属）

中1・2

（附属）

小1～3

（少人数個別）
通期

◆塾生料金…現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が対象となります。

◆講習生料金…夏期講習のみ受講の方が対象となります。

入校の際は入校金￥11,000が必要です。

【テストについて】

※講習生および講習から入校の方を対象に、小2～中2生は講習前テストを中3生は香川県統一模試を受験していただきます。

【減免について】

上記のコースは「兄弟減免」「母子減免」の対象となっています。講習料金が￥11,000以上の場合、受講料金より￥2,200減免させていただきます。お申込みの際に、職

員までお申し出ください。なお、「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講されない場合は、適用されませんのであらかじめご了承ください。

通期

通期

通期

通期

要相談

要相談
小学個別

（小3～6）

(中3)¥3,900

(小3～中2)

¥2,200

実費

中学個別

¥2,200

※小1除く
¥1,320



◆塾生料金…現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が対象となります。

◆講習生料金…夏期講習のみ受講の方が対象となります。

【入校金について】

・入校金は\16,500（小中学部卒塾生は\5,500）です。

【兄弟減免・母子減免について】

・講習料金が\11,000を超える場合に\2,200の減免が適用されます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。

・映像授業は対象外です。

・「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講されない場合は、適用されませんのであらかじめご了承ください。

【映像授業について】

・「WN」とはウイングネットのことを指します。

・「BWコース」とは学校準拠コース「AWコース」とはアドバンスコースを指します。

・ウイングネットの詳しい講座に関しては別紙にてお知らせします。

■高1・2　少人数総合クラス ■高1～3　個別指導

■高1・2　テスト

【映像授業とのセット料金】

一斉授業/少人数総合クラス/個別指導と映像授業を併用の際、映像授業１講座につき￥7,700のセット料金となります。

例　※高１塾生の場合　一斉授業計2講座＋映像授業2講座（通常￥22,000)＝￥48,400のところ

　　セット料金適用で￥26,400＋￥15,400(セット料金￥7,700×2)＝￥41,800となります。

2021夏期講習◆啓真館高校部本校　料金一覧
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

■高1・2　一斉授業・映像授業

【塾生料金】

【講習生料金】　※講習生で映像授業のみを受講する際は、登録料として\3,300が必要です。

料金

\2,200講習前テスト(講習から参加の方）

テスト

科目数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

1科目 90分×5回 \18,700 \19,800

2科目 90分×10回 \37,400 \39,600

ターム ターム数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

1ターム 90分×3回 \14,300 \15,400

2ターム 90分×6回 \28,600 \30,800

1ターム 90分×3回 \14,300 \15,400

2ターム 90分×6回 \28,600 \30,800

Ⅰ期

Ⅱ期

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 \12,100 1講座 \12,100

2講座 \22,000 2講座 \22,000

3講座 \31,900 3講座 \31,900

4講座 \38,500 4講座 \31,900

5講座 \45,100 5講座 \31,900

映像授業

AWコース

1講座＝

90分×4回

BWコース

1講座＝

90分×4回

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 \12,100 1講座 \12,100

2講座 \22,000 2講座 \22,000

3講座 \31,900 3講座 \31,900

4講座 \38,500 4講座 \31,900

5講座 \45,100 5講座 \31,900

映像授業

AWコース

1講座＝

90分×4回

BWコース

1講座＝

90分×4回

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×5回 \13,200

2講座 90分×10回 \26,400

3講座 90分×15回 \34,100

1講座 90分×5回 \13,200

2講座 90分×10回 \26,400

3講座 90分×15回 \34,100

一斉授業

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×5回 \14,300

2講座 90分×10回 \28,600

3講座 90分×15回 \36,300

1講座 90分×5回 \14,300

2講座 90分×10回 \28,600

3講座 90分×15回 \36,300

一斉授業

Ⅰ期

Ⅱ期



※料金はすべて消費税込の表示となっております。

◆塾生料金…現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が対象となります。

◆講習生料金…夏期講習のみ受講の方が対象となります。

【入校金について】

・入校金は\16,500（小中学部卒塾生は\5,500）です。

【兄弟減免・母子減免について】

・講習料金が\11,000を超える場合に\2,200の減免が適用されます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。

・映像授業は対象外です。

・「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講されない場合は、適用されませんのであらかじめご了承ください。

【映像授業について】

・「WN」とはウイングネットのことを指します。

・「BWコース」とは学校準拠コース「AWコース」とはアドバンスコースを指します。

・ウイングネットの詳しい講座に関しては別紙にてお知らせします。

■高3　一斉授業・映像授業

【塾生料金】

【講習生料金】　※講習生で映像授業のみを受講する際は、登録料として\3,300が必要です。

2021夏期講習◆啓真館高校部本校　料金一覧

映像のみ 1講座 2講座 3講座 4講座 5講座 6講座 7講座 8講座 9講座 10講座 11講座 12講座

一斉のみ - \11,000 \22,000 \33,000 \44,000 \49,500 \55,000 \60,500 \66,000 \71,500 \77,000 \82,500 \88,000

1講座 \14,300 \18,700 \29,700 \40,700 \51,700 \57,200 \62,700 \68,200 \73,700 \79,200 \84,700 \90,200 \95,700

2講座 \26,400 \26,400 \37,400 \48,400 \59,400 \64,900 \70,400 \75,900 \81,400 \86,900 \92,400 \97,900 \103,400

3講座 \38,500 \34,100 \45,100 \56,100 \67,100 \72,600 \78,100 \83,600 \89,100 \94,600 \100,100 \105,600 \111,100

4講座 \46,200 \41,800 \52,800 \63,800 \74,800 \80,300 \85,800 \91,300 \96,800 \102,300 \107,800 \113,300 \118,800

5講座 \53,900 \49,500 \60,500 \71,500 \82,500 \88,000 \93,500 \99,000 \104,500 \110,000 \115,500 \121,000 \126,500

　

　

　

　

講

座

数

映

像

授

業

（

A

W

)

一斉授業　講座数

映像のみ 1講座 2講座 3講座 4講座 5講座 6講座 7講座 8講座 9講座 10講座 11講座 12講座

一斉のみ - \12,100 \24,200 \36,300 \48,400 \53,900 \59,400 \64,900 \70,400 \75,900 \81,400 \86,900 \92,400

1講座 \14,300 \19,800 \31,900 \44,000 \56,100 \61,600 \67,100 \72,600 \78,100 \83,600 \89,100 \94,600 \100,100

2講座 \26,400 \27,500 \39,600 \51,700 \63,800 \69,300 \74,800 \80,300 \85,800 \91,300 \96,800 \102,300 \107,800

3講座 \38,500 \35,200 \47,300 \59,400 \71,500 \77,000 \82,500 \88,000 \93,500 \99,000 \104,500 \110,000 \115,500

4講座 \46,200 \42,900 \55,000 \67,100 \79,200 \84,700 \90,200 \95,700 \101,200 \106,700 \112,200 \117,700 \123,200

5講座 \53,900 \50,600 \62,700 \74,800 \86,900 \92,400 \97,900 \103,400 \108,900 \114,400 \119,900 \125,400 \130,900

　

　

　

　

講

座

数

映

像

授

業

（

A

W

)

一斉授業　講座数

映像のみ 1講座 2講座 3講座 4講座 5講座 6講座 7講座 8講座 9講座 10講座 11講座 12講座

一斉のみ - \11,000 \22,000 \33,000 \44,000 \49,500 \55,000 \60,500 \66,000 \71,500 \77,000 \82,500 \88,000

1講座 \14,300 \18,700 \29,700 \40,700 \51,700 \57,200 \62,700 \68,200 \73,700 \79,200 \84,700 \90,200 \95,700

2講座 \26,400 \26,400 \37,400 \48,400 \59,400 \64,900 \70,400 \75,900 \81,400 \86,900 \92,400 \97,900 \103,400

3講座以上 \38,500 \34,100 \45,100 \56,100 \67,100 \72,600 \78,100 \83,600 \89,100 \94,600 \100,100 \105,600 \111,100

一斉授業　講座数

　

　

　

　

講

座

数

映

像

授

業

（

B

W

)

映像のみ 1講座 2講座 3講座 4講座 5講座 6講座 7講座 8講座 9講座 10講座 11講座 12講座

一斉のみ - \12,100 \24,200 \36,300 \48,400 \53,900 \59,400 \64,900 \70,400 \75,900 \81,400 \86,900 \92,400

1講座 \14,300 \19,800 \31,900 \44,000 \56,100 \61,600 \67,100 \72,600 \78,100 \83,600 \89,100 \94,600 \100,100

2講座 \26,400 \27,500 \39,600 \51,700 \63,800 \69,300 \74,800 \80,300 \85,800 \91,300 \96,800 \102,300 \107,800

3講座 \38,500 \35,200 \47,300 \59,400 \71,500 \77,000 \82,500 \88,000 \93,500 \99,000 \104,500 \110,000 \115,500

一斉授業　講座数

　

　

　

　

講

座

数

映

像

授

業

（

B

W

)



◆塾生料金…現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が対象となります。

◆講習生料金…夏期講習のみ受講の方が対象となります。

【入校金について】

・入校金は¥16,500（小中学部卒塾生は¥5,500）です。

【兄弟減免・母子減免について】

・講習料金が¥11,000を超える場合に¥2,200の減額が適用されます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。

・「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講されない場合は、適用されませんのであらかじめご了承ください。

※代ゼミサテラインは授業によって料金が異なります。別紙を参照してください。

【塾生料金】 【講習生料金】

■高1・2　テスト■高1・2　少人数総合クラス

2021夏期講習◆啓真館高校部南本校　料金一覧
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

■高1・2　一斉授業
【塾生料金】 【講習生料金】

■高3　一斉授業

料金

¥2,200講習前テスト(講習から参加の方）

テスト

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×5回 ¥13,200

2講座 90分×10回 ¥26,400

1講座 90分×5回 ¥13,200

2講座 90分×10回 ¥26,400

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×5回 ¥14,300

2講座 90分×10回 ¥28,600

1講座 90分×5回 ¥14,300

2講座 90分×10回 ¥28,600

Ⅰ期

Ⅱ期

科目数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

1科目 90分×5回 ¥18,700 ¥19,800

2科目 90分×10回 ¥37,400 ¥39,600

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×4回 ¥11,000

2講座 90分×8回 ¥22,000

3講座 90分×12回 ¥33,000

4講座 90分×16回 ¥44,000

5講座 90分×20回 ¥49,500

6講座 90分×24回 ¥55,000

7講座 90分×28回 ¥60,500

8講座 90分×32回 ¥66,000

9講座 90分×36回 ¥71,500

10講座 90分×40回 ¥77,000

11講座 90分×44回 ¥82,500

12講座 90分×48回 ¥88,000

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×4回 ¥12,100

2講座 90分×8回 ¥24,200

3講座 90分×12回 ¥36,300

4講座 90分×16回 ¥48,400

5講座 90分×20回 ¥53,900

6講座 90分×24回 ¥59,400

7講座 90分×28回 ¥64,900

8講座 90分×32回 ¥70,400

9講座 90分×36回 ¥75,900

10講座 90分×40回 ¥81,400

11講座 90分×44回 ¥86,900

12講座 90分×48回 ¥92,400

Ⅰ期

Ⅱ期



◆塾生料金…現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が対象となります。

◆講習生料金…夏期講習のみ受講の方が対象となります。

【入校金について】

・入校金は¥16,500（小中学部卒塾生は¥5,500）です。

【兄弟減免・母子減免について】

・講習料金が¥11,000を超える場合に¥2,200の減額が適用されます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。

・「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講されない場合は、適用されませんのであらかじめご了承ください。

※代ゼミサテラインは授業によって料金が異なります。別紙を参照してください。

【塾生料金】 【講習生料金】

■高1・2　テスト

2021夏期講習◆瓦町本校　料金一覧
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

■高1・2　一斉授業
【塾生料金】 【講習生料金】

■高3　一斉授業

料金

¥2,200講習前テスト(講習から参加の方）

テスト

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×5回 ¥13,200

2講座 90分×10回 ¥26,400

1講座 90分×5回 ¥13,200

2講座 90分×10回 ¥26,400

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×5回 ¥14,300

2講座 90分×10回 ¥28,600

1講座 90分×5回 ¥14,300

2講座 90分×10回 ¥28,600

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×4回 ¥11,000

2講座 90分×8回 ¥22,000

3講座 90分×12回 ¥33,000

4講座 90分×16回 ¥44,000

5講座 90分×20回 ¥49,500

6講座 90分×24回 ¥55,000

7講座 90分×28回 ¥60,500

8講座 90分×32回 ¥66,000

9講座 90分×36回 ¥71,500

10講座 90分×40回 ¥77,000

11講座 90分×44回 ¥82,500

12講座 90分×48回 ¥88,000

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×4回 ¥12,100

2講座 90分×8回 ¥24,200

3講座 90分×12回 ¥36,300

4講座 90分×16回 ¥48,400

5講座 90分×20回 ¥53,900

6講座 90分×24回 ¥59,400

7講座 90分×28回 ¥64,900

8講座 90分×32回 ¥70,400

9講座 90分×36回 ¥75,900

10講座 90分×40回 ¥81,400

11講座 90分×44回 ¥86,900

12講座 90分×48回 ¥92,400

Ⅰ期

Ⅱ期



一斉授業または個別指導と映像授業を併用の際、

映像授業１講座につき￥7,700のセット料金となります。

例　※高１塾生の場合

一斉授業計2講座＋映像授業2講座（通常￥22,000)＝￥48,400

のところセット料金適用で

￥26,400＋￥15,400(セット料金￥7,700×2)＝￥41,800

となります。

■高3　一斉授業

2021夏期講習◆啓真館三木校　料金一覧
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

■高1・2　一斉授業
【塾生料金】 【講習生料金】

【塾生料金】 【講習生料金】

■映像授業  ※講習生で映像授業のみを受講する際は、登録料として¥3,300が必要です。

■個別指導 ◎映像授業とのセット料金

【高1・2生】

【高3生】

◆塾生料金・・・現在通っている方対象、またはこれ

からご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が

対象となります。

◆講習生料金・・・夏期講習のみ受講の方が対象とな

ります。

【入校金について】

・入校金は¥16,500（小中学部卒塾生は¥5,500）です。

【兄弟減免・母子減免について】

・講習料金が¥11,000を超える場合に¥2,200の減額が

適用されます。お申込みの際に、職員までお申し出く

ださい。

・映像授業は対象外です。

・「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講

されない場合は、適用されませんのであらかじめご了

承ください。

【映像授業について】

・映像授業とは「ウイングネット」のことです。「BW

コース」とは学校準拠コース「AWコース」とはアドバ

ンスコースを指します。詳しい講座内容については校

舎にご確認ください。

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×5回 ¥13,200

2講座 90分×10回 ¥26,400

1講座 90分×5回 ¥13,200

2講座 90分×10回 ¥26,400

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×5回 ¥14,300

2講座 90分×10回 ¥28,600

1講座 90分×5回 ¥14,300

2講座 90分×10回 ¥28,600

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×4回 ¥11,000

2講座 90分×8回 ¥22,000

3講座 90分×12回 ¥33,000

4講座 90分×16回 ¥44,000

5講座 90分×20回 ¥49,500

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム 講座数 時間×日数 講習料

1講座 90分×4回 ¥12,100

2講座 90分×8回 ¥24,200

3講座 90分×12回 ¥36,300

4講座 90分×16回 ¥48,400

5講座 90分×20回 ¥53,900

Ⅰ期

Ⅱ期

ターム ターム数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

1ターム 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400

2ターム 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800

1ターム 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400

2ターム 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800

個別指導（高1～3）

Ⅰ期

Ⅱ期

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 ¥12,100 1講座 ¥12,100

2講座 ¥22,000 2講座 ¥22,000

3講座 ¥31,900 3講座 ¥31,900

4講座 ¥38,500 4講座 ¥31,900

5講座 ¥45,100 5講座 ¥31,900

AWコース

1講座＝

90分×4回

BWコース

1講座＝

90分×4回

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 ¥14,300 1講座 ¥14,300

2講座 ¥26,400 2講座 ¥26,400

3講座 ¥38,500 3講座 ¥38,500

4講座 ¥46,200 4講座 ¥38,500

5講座 ¥53,900 5講座 ¥38,500

AWコース

1講座＝

120分×4回

BWコース

1講座＝

120分×4回



【映像授業とのセット料金】

個別指導と映像授業を併用の際、映像授業１講座につき￥7,700のセット料金となります。

例　※高１塾生の場合　個別指導2ターム＋映像授業2講座（通常￥22,000)＝￥50,600のところ

　　セット料金適用で￥28,600＋￥15,400(セット料金￥7,700×2)＝￥44,000となります。

2021夏期講習◆啓真館高松東部校　料金一覧
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

■映像授業  ※講習生で映像授業のみを受講する際は、登録料として¥3,300が必要です。

■個別指導

【高1・2生】

【高3生】

◆塾生料金・・・現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が対象とな

ります。

◆講習生料金・・・夏期講習のみ受講の方が対象となります。

【入校金について】

・入校金は¥16,500（小中学部卒塾生は¥5,500）です。

【兄弟減免・母子減免について】

・講習料金が¥11,000を超える場合に¥2,200の減額が適用されます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。

・映像授業は対象外です。

・「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講されない場合は、適用されませんのであらかじめご了承くだ

さい。

【映像授業について】

・映像授業とは「ウイングネット」のことです。「BWコース」とは学校準拠コース「AWコース」とはアドバンス

コースを指します。詳しい講座内容については校舎にご確認ください。

ターム ターム数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

1ターム 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400

2ターム 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800

1ターム 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400

2ターム 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800

個別指導（高1～3）

Ⅰ期

Ⅱ期

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 ¥12,100 1講座 ¥12,100

2講座 ¥22,000 2講座 ¥22,000

3講座 ¥31,900 3講座 ¥31,900

4講座 ¥38,500 4講座 ¥31,900

5講座 ¥45,100 5講座 ¥31,900

AWコース

1講座＝

90分×4回

BWコース

1講座＝

90分×4回

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 ¥14,300 1講座 ¥14,300

2講座 ¥26,400 2講座 ¥26,400

3講座 ¥38,500 3講座 ¥38,500

4講座 ¥46,200 4講座 ¥38,500

5講座 ¥53,900 5講座 ¥38,500

AWコース

1講座＝

120分×4回

BWコース

1講座＝

120分×4回



【映像授業とのセット料金】

個別指導と映像授業を併用の際、映像授業１講座につき￥7,700のセット料金となります。

例　※高１塾生の場合　個別指導2ターム＋映像授業2講座（通常￥22,000)＝￥50,600のところ

　　セット料金適用で￥28,600＋￥15,400(セット料金￥7,700×2)＝￥44,000となります。

2021夏期講習◆啓真館仏生山校　料金一覧
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

■映像授業  ※講習生で映像授業のみを受講する際は、登録料として¥3,300が必要です。

【高1・2生】

【高3生】

■個別指導

◆塾生料金・・・現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が対象とな

ります。

◆講習生料金・・・夏期講習のみ受講の方が対象となります。

【入校金について】

・入校金は¥16,500（小中学部卒塾生は¥5,500）です。

【兄弟減免・母子減免について】

・講習料金が¥11,000を超える場合に¥2,200の減額が適用されます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。

・映像授業は対象外です。

・「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講されない場合は、適用されませんのであらかじめご了承くだ

さい。

【映像授業について】

・映像授業とは「ウイングネット」のことです。「BWコース」とは学校準拠コース「AWコース」とはアドバンス

コースを指します。詳しい講座内容については校舎にご確認ください。

ターム ターム数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

1ターム 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400

2ターム 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800

1ターム 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400

2ターム 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800

個別指導（高1～3）

Ⅰ期

Ⅱ期

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 ¥12,100 1講座 ¥12,100

2講座 ¥22,000 2講座 ¥22,000

3講座 ¥31,900 3講座 ¥31,900

4講座 ¥38,500 4講座 ¥31,900

5講座 ¥45,100 5講座 ¥31,900

AWコース

1講座＝

90分×4回

BWコース

1講座＝

90分×4回

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 ¥14,300 1講座 ¥14,300

2講座 ¥26,400 2講座 ¥26,400

3講座 ¥38,500 3講座 ¥38,500

4講座 ¥46,200 4講座 ¥38,500

5講座 ¥53,900 5講座 ¥38,500

AWコース

1講座＝

120分×4回

BWコース

1講座＝

120分×4回



【映像授業とのセット料金】

個別指導と映像授業を併用の際、映像授業１講座につき￥7,700のセット料金となります。

例　※高１塾生の場合　個別指導2ターム＋映像授業2講座（通常￥22,000)＝￥50,600のところ

　　セット料金適用で￥28,600＋￥15,400(セット料金￥7,700×2)＝￥44,000となります。

2021夏期講習◆啓真館国分寺校　料金一覧
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

■映像授業  ※講習生で映像授業のみを受講する際は、登録料として¥3,300が必要です。

【高1・2生】

【高3生】

■個別指導

◆塾生料金・・・現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（夏期講習期間から入校も可）が対象とな

ります。

◆講習生料金・・・夏期講習のみ受講の方が対象となります。

【入校金について】

・入校金は¥16,500（小中学部卒塾生は¥5,500）です。

【兄弟減免・母子減免について】

・講習料金が¥11,000を超える場合に¥2,200の減額が適用されます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。

・映像授業は対象外です。

・「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が夏期講習を受講されない場合は、適用されませんのであらかじめご了承くだ

さい。

【映像授業について】

・映像授業とは「ウイングネット」のことです。「BWコース」とは学校準拠コース「AWコース」とはアドバンス

コースを指します。詳しい講座内容については校舎にご確認ください。

ターム ターム数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

1ターム 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400

2ターム 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800

1ターム 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400

2ターム 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800

個別指導（高1～3）

Ⅰ期

Ⅱ期

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 ¥12,100 1講座 ¥12,100

2講座 ¥22,000 2講座 ¥22,000

3講座 ¥31,900 3講座 ¥31,900

4講座 ¥38,500 4講座 ¥31,900

5講座 ¥45,100 5講座 ¥31,900

AWコース

1講座＝

90分×4回

BWコース

1講座＝

90分×4回

講座数 時間×日数 講習料 講座数 時間×日数 講習料

1講座 ¥14,300 1講座 ¥14,300

2講座 ¥26,400 2講座 ¥26,400

3講座 ¥38,500 3講座 ¥38,500

4講座 ¥46,200 4講座 ¥38,500

5講座 ¥53,900 5講座 ¥38,500

AWコース

1講座＝

120分×4回

BWコース

1講座＝

120分×4回
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