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中学２年生対象英語単科クラス・５科クラスを新設！中学２年生対象英語単科クラス・５科クラスを新設！

入塾生募集入塾生募集

（国立中学実績）
お茶の水女子大付属
（都立中高一貫校）
都立両国中学校・都立白鷗中学校
（私立中学実績） 
渋谷教育学園幕張・豊島岡女子・市川
東邦大東邦・青山学院・成蹊・世田谷
学園・共立女子・普連土学園・江戸川
女子・日大第二・独協・三輪田女子・
跡見学園・大妻中野・独協埼玉・千葉
日大一・日大豊山女子・日大豊山・日
大第一　
(特待・アドバンス ) 
跡見学園・京華・聖学院　その他多数

中学受験合格実績中学受験合格実績 高校受験合格実績高校受験合格実績
（国立高校）
東京工業大学科学技　
（都立自校・クループ作成）
日比谷・新宿・両国・国際・白鴎・墨田川　
（都立高校）
小山台・三田・小松川・城東・上野・江戸川・豊島・深川・東・
本所・晴海総合・小岩・紅葉川　
（専門学科）
深川 (外国語 )・産業技術高専・総合芸術 (美術 )・工芸 (アー
トクラフト )　その他多数
（私立高校実績）
市川・東邦大東邦・中央大学・本郷・法政第二・昭和学院秀英・
法政大学・明治学院・日大習志野・江戸川女子Ⅲ類・創価・成城・
國學院・芝浦工大・足立学園・東京電機大学・十文字・千葉
日大一・日大桜丘・専修大学・日大豊山女子　その他多数

合格者の声

合格者の声合格者の声 過去問の解説をすごく丁寧にやってくれたので、分らなかった問題も少しずつ解けるようになりました。また、私のペー
スでやってくれたので受験対策はあまり厳しくありませんでした。しかし、土・日の補習だけはきつかったです。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学付属科学技術・中央大学高校

厳しかったけど、みんなと一緒に楽しく頑張れました。質問したことを丁寧に解説してくれて、とても助かりました。
おかげで志望校に合格することができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　               都立新宿高校合格

入塾当初は、英語の基礎知識がきちんと定着していませんでしたが、塾での指導のおかげで「模擬テストで満点」　
をとることができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都立小山台高校合格

お 得お 得
月謝が月謝が

割特特生制度
頑張る生徒にサポート制度が充実頑張る生徒にサポート制度が充実

公立中学校に在籍し学習姿勢が良好な生徒を対象
に、９教科の素内申の合計が３６ポイント以上であ
る生徒は月謝と各講習代金を１５％～２５％減額し
ます。

割兄弟姉妹
ご家族で通われる方にはご家族で通われる方には

ご兄弟姉妹で入塾をしている場合は、廉価
な月謝及び各講習代金を最大２５～５０％
減額します

割卒業生
卒業生の兄弟姉妹、

卒業生のご子息ご息女にお得
卒業生の兄弟姉妹、

卒業生のご子息ご息女にお得

卒業生の兄弟姉妹、卒業生のご子息
ご息女の軽減制度。月謝及び各講習
代金を20％減額しします。

「５」「５」「４」「４」  にする塾　 にする塾　やる気のある
　　  の諸君を
やる気のある
　　  の諸君を「3」「3」

教室　　　　　                   より         　　　　　　　空間をご用意

教室　　　　　                   より         　　　　　　　空間をご用意

リニューアル！！リニューアル！！安全で快適な安全で快適な

03-3652-0664

英語の教科書内容が難しくなっています。
学習方法が分からない諸君や苦手な単元がある諸君は、英語単科クラ
スを受講して下さい。英語が分かり、そして楽しくなります。



小学生 月謝と諸費用
○小学３・４年生 個別指導個別指導
教科
算数
英語

月・火・水・木

月・火・水・木

4:25～5:15
5:15～6:05

８,８00円

９,８00円

セット割 算数 英語＋ ＝18,600 12,000円円

○小学５・６年生 個別指導個別指導
教科 曜日

算数
英語

月・火・水・木・金 6:05～6:55

5:15～6:05

中学受験
国語 金 4:25～5:15

6:05～6:55
小５

セット割 算数 英語＋ ＝19,400 14,000円

算数 国語＋ ＝15,600 13,000

算＋英＋国
まとめて受講 ＝25,400 16,000円円

円

円

割兄弟姉妹

小学生が兄弟姉妹で通塾する場合
ご家族で通われる方へ
　　　　　をご用意
ご家族で通われる方へ
　　　　　をご用意

週4回通塾しても

9,800円

お 得お 得

サポート制度サポート制度

月・火・水・木

実施日・時間

実施日・時間 単科の月謝

単科の月謝

曜日

（税込9,680円）

（税込10,780円）

6,000円
（税込6,600円）

9,600円
（税込10,560円）
9,800円

（税込10,780円）

（税込20,460円） （税込13,200円）

＼7,260円もお得／

（税込27,940円）

（税込21,340円）

（税込17,160円）

（税込17,600円）

（税込15,400円）

（税込14,300円）

＼最大 10,340 円もお得／

（税込10,780円）

週5回通塾しても

週4回通塾しても

週4回通塾しても

週4回通塾しても

小6



○小学生　諸費用一覧

学年・教科 教材費 プリント代 維持費（1ヶ月） （1ヶ月）

小５～６基本算数・英語２科

小５～６標準算数　単科

小4～6中学受験 算数・国語

1,936円 500円

英語講座 ※　初回のみ登録料3,500円 ( 税込 3,850円）がかかります。
※　テキスト代1冊（CD付） / 初期 1,500円 (税込 1,650円）、
　　レベルアップする毎に、2,500円（税込2,750円 ) の教材費がかかります。

※　週２回の通塾で1ヶ月１冊が目安になります。

冷房費 : 一律3,000円（税込3,300円）6月15日～9月15日までの３ヶ月間（７月お支払い）
暖房費 : 一律4,000円（税込4,400円）11月15日～翌年3月15日までの4ヶ月間（12月お支払い）

○小学生　統一テスト代金

学年 内容 授業料 年間回数
6回

※　年２回　6月（4月～7月分まで）と10月（8月～翌年2月分まで）にお支払いをお願いしております。

小学３～６年生
小学4～６年生

国語・算数　教科書範囲
国・算　中学受験内容

3,250円
3,500円 10回

○小学生英語講座単科 小 3～６年生対象 個別指導個別指導

月・火・水・木 5:15～6:05
月謝９,８00円

※　初回のみ登録料6,000円 (税込6,600円）と年間事務管理費6,000円（税込6,600円）がかかります。
※　テキスト代１冊（ＣＤ付）/初期1,500円（税込1,650円）、レベルアップする毎に2,500円 (税込2,750円）の
      教材費がかかります。週２回の通塾で1ヶ月１冊が目安になります。
※　冷暖房費・維持費・プリント代・テスト代はかかりません。

曜日・時間
費用

冷暖房費

（税込10,780円）

（税込2,129円） （税込550円） 1,400円（税込1,540円）

2,062円（税込2,268円）
2,062円（税込2,268円）

500円（税込550円）

900円（税込990円）

1,300円（税込1,430円）
5,081円（税込5,589円）
5,081円（税込5,589円）

（税込3,５75円）

（税込3,850円）

小3～4基本算数　単科

小3～4基本算数・英語２科

小5～6基本算数　単科

小５～６標準算数・英語２科

小4～6中学受験 算・国・英

1,936円（税込2,129円）

1,936円（税込2,129円）
1,936円（税込2,129円）

900円（税込990円）

500円（税込550円）

900円（税込990円）

900円（税込990円）

1,400円（税込1,540円）
1,500円（税込1,650円）
1,500円（税込1,650円）
1,500円（税込1,650円）
1,500円（税込1,650円）
1,500円（税込1,650円）
1,500円（税込1,650円）

週4回通塾しても



クラス構成 曜日 教科 時間 月謝
中
学
1
年

中
学
２
年

中
学
３
年

学年

（週４回）

（週4回）

（週4回）

数学は個別指導
英語・国語は少人数制

数学は個別指導
英語・国語は少人数制

金

金

土補習

数学

国語
英語

数学
英語

理・社・国

基本数学
共通英語
応用数学

7:00 ～ 8:30

8:30 ～ 9:25

8:00 ～ 9:00

9:25 ～ 10:20

8:30 ～ 10:00
7:00 ～ 8:00

5:00 ～ 7:00

９:00 ～ 10:00
7:00 ～ 10:00

３教科
19,000円

英語単科
13,000円

5教科
27,000円

※中学３年生保護者の皆様へ・・・
当塾はチャレンジ支援（公的支援）での入会を推奨しております。

○中学生 月謝

○中学生 諸費用一覧
学年・教科 教材費 プリント代 維持費（1ヶ月） （１ヶ月）

冷暖房費

（中学2）  3 教科
（中学2）  5 教科
（中学3）  5 教科

9,231円 ( 税込 10,154円）

○中学生 統一テスト代金
学年 内容 授業料 実施回数

中学１～２年生
中学3年生

中学3年生アドバンス

3教科　都立・私立内容

5教科　都立内容

私立・国立上位校３科

6回
10回
11回

月
・
水

数・英 7:00 ～ 8:30

火

金
土補習 数・英

木

火
木

7:00 ～ 10:00

土補習 数・英

（税込20,900円）

（税込14,300円）

（税込29,700円）

13,509円 ( 税込 14,859円）

13,509円 ( 税込 14,859円）

1,500円 ( 税込 1,650円）

1,500円 ( 税込 1,650円）

1,600円 ( 税込 1,760円）

1,500円 ( 税込 1,650円）

1,500円 ( 税込 1,650円）

1,600円 ( 税込 1,760円）

3,000円 (税込3,300円）

3,200円 (税込3,520円）

3,300円 (税込3,630円）

※　年２回　６月（4月～7月分まで）と10月（8月～翌年2月分まで）にお支払いをお願いしております。

理・社・国

冷房費 : 一律3,000円（税込3,300円）6月15日～9月15日までの３ヶ月間（７月お支払い）
暖房費 : 一律4,000円（税込4,400円）11月15日～翌年3月15日までの4ヶ月間（12月お支払い）

2教科・3教科
22,000円（税込24,200円）

5教科
24,000円（税込26,400円）

1,500円 ( 税込 1,650円）

1,500円 ( 税込 1,650円）

1,500円 ( 税込 1,650円）

1,500円 ( 税込 1,650円）

5,403円 ( 税込 5,943円）

7,383円 ( 税込 7,121円）（中学2）  2 教科
（中学2）  英語単科
（中学1）  3 教科 9,231円 ( 税込 10,154円） 1,500円 ( 税込 1,650円）1,500円 ( 税込 1,650円）

数学は個別指導
国・英・理・社は少人数制

8:00 ～ 9:00


