
　　　　　　　　2020年4月～2021年3月　ちくしの進学教室　年間受講料月額一覧 ※料金は「税別」で記載しております。

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額

ManaViva マナビバ!!　（小学生少人数指導）週１回 ¥6,000 ¥8,500 ¥6,000 ¥1,200 ¥7,200 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥1,000 ¥1,200 ¥8,200 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥1,200 ¥7,200 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥1,000 ¥7,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

※１
※５

¥6,000

ManaViva マナビバ!!　（小学生少人数指導）週２回 ¥10,000 ¥12,500 ¥10,000 ¥1,200 ¥11,200 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥1,000 ¥1,200 ¥12,200 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥1,200 ¥11,200 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥1,000 ¥11,000 ¥10,000 ¥10,000

　
※１
※５ ¥10,000

小５　公立進学ＣＡＰ　５科（国算英社理）　 ¥12,500 ¥9,250 ¥21,750 ¥12,500 ¥1,200 ¥13,700 ¥12,500 ¥12,500 ¥9,375 ¥9,375 ¥23,500 ¥12,500 ¥3,000 ¥1,200 ¥16,700 ¥12,500 ¥12,500 ¥12,500 ¥1,200 ¥13,700 ¥9,375 ¥21,375 ¥12,500 ¥3,000 ¥15,500 ¥12,500 ¥9,375

※５

¥18,875

小６　公立進学ＣＡＰ　５科（国算英社理） ¥13,000 ¥22,250 ¥13,000 ¥1,200 ¥14,200 ¥13,000 ¥13,000 ¥9,750 ¥9,750 ¥24,000 ¥13,000 ¥3,000 ¥1,200 ¥17,200 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥1,200 ¥14,200 ¥9,750 ¥21,750 ¥13,000 ¥3,000 ¥16,000 ¥13,000 ¥9,750

※５

¥19,750

中１コース（５科）　週２日　※水金 ¥7,000 ¥16,500 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥23,000 ¥14,000 ¥2,000 ¥16,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥10,500 ¥24,500 ¥14,000 ¥1,000 ¥15,000 ¥14,000 ¥10,500

※５

¥21,500

中２　５科コース週３日（個別あり）　※水金プラス1日※2 ¥19,000 ¥31,500 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000

※6

¥24,000 ¥24,000 ¥19,000 ¥5,000 ¥24,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥14,250

※６

¥29,250 ¥19,000 ¥4,000 ¥23,000 ¥19,000 ¥14,250

※５
※６

¥29,250

中２　５科コース週２日（個別指導なし）　※水金のみ ¥15,000 ¥27,500 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥15,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥11,250 ¥26,250 ¥15,000 ¥4,000 ¥19,000 ¥15,000 ¥11,250

※５

¥26,250

中３
※1・2学期は週3日→3学期は週4日（月額￥23,000）

¥20,000 ¥29,500 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000

※７

¥38,000 ¥38,000 ¥20,000 ¥2,000 ¥22,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥15,000 ¥48,000 ¥23,000 ¥3,000 ¥26,000 ※７ ¥23,000 ¥11,500 ¥11,500

個別　単科コース中学生　週１回（中高一貫生を含む） ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000

※４

¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000

※４

¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000

個別　単科コース高校生　週１回　※約90分 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000

※４

¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000

※４

¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000

※高等部に関して　セルフラーニング（自習室生コース）は月額￥5000で使い放題。ブロードバンド予備校のネット配信授業を組み合わせて、最も効果的な受講コースを低価格でご提供します。講師と進路相談のうえ、無料体験学習をお試しください。

　★ちくしの進学教室　授業料割引制度

　◎　月謝は銀行口座振替になります。入塾時に手続きをお願いします。なお、月謝は前納制、口座振替日は前月２５日です。 　1 入塾金割引 ① 転塾割引 入塾金半額 ★入塾金 ◎小学生　￥7,000

　◎　中学生全員に定期テスト対策問題集「教科書準拠・でるもん」を配布します。また、入塾時には社会・理科のポケット参考書をプレゼントしています。 ② 兄弟姉妹割引 入塾金半額 ◎中学生・高校生　￥10,000

　◎　教材費は「通年用テキスト代金」です。なお、中学部につきましては、各学期の初月に、学期分の補充プリント代を加算させていただきます。

　　　また、Revo必修受講学年（中２･小６CAP・小５CAP）は、学期初月に受講経費の一部（￥3000）を教材費に加算しております。ご了承ください。 　2 授業料割引 ① 学期一括納入方式　 学期間の月謝合計額（講習会は除く）から５％を減額します。

　◎　春・夏・冬の講習会費用は、授業料・講習会用テキスト代・模試（実力テスト）代・作文添削指導代等、全ての費用を含む形でご提示しています。 学期の最初の月までに納入していただくことになります。学期途中での変更はできません。

　◎　１２月、３月は学期の終講日（２０日前後）にあたり、冬講および春講と時期が重なるため、通常授業料のご請求は、４分の３週分としております。 ② 特待生割引 通知表（38以上）と塾内テストの成績で総合的に割引額を決定します。（学期ごとの更新となります。）

　　　したがって、月額の４分の１にあたる金額を減額しております。（なお、小学生は７月も１週分減額／中３の３月は、公立入試までとなり半額です。） ③ 兄弟姉妹割引 兄弟姉妹のうち、低額の授業料を２割引きします。 ※この他に母子家庭割引があります。ご相談ください。

　★ポイント還元システム〔ＳＴＵＤＹ ＰＯＩＮＴ〕 入室・退室のメール配信だけでなく、塾生証カードにポイントが加算されていきます。500ポイントで500円の図書カードと交換！

　※２　中２の週３回コース生は、クラス授業（水金）＋もう1日他の曜日に個別指導を行います。

　※３　個別単科コースは、塾教材が必要な場合、ご購入いただくことになります。（１教科1250円程度）

　※４　春・夏・冬休み期間中のコース変更や回数増加も可能です。随時ご相談ください。

　※５　春期講習会より、学年を繰り上げ、新学年授業のスタートです！

　※６　春・夏・冬の講習会期間中は「個別指導」の時間はありません。中２週２日コースと同額です。

　※７　受験生対象の特訓授業として２泊３日勉強合宿を実施します。別途、希望申込制の特別講座となります。

　※８　春休み期間中を利用して、新高１準備講座（英語・数学・古文・理科総合）を行います。高校入学後の授業の先取り学習。申込制の短期講座です。

ブロヨビのネット授業は、山家道校でも本校でも受けることができますので、曜日によって使い分けることが可能です。

¥33,000 ¥23,000

※８

　※３

¥9,500

¥14,000

※４

¥12,500 ¥15,000 ¥19,000 ¥15,000

¥12,500 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000

　※１　春期講習から新年度になります。マナビバから受講コースを変更される際（例：小６CAP５科）はご連絡ください。

　◎　学期途中からの編入の場合、入塾時に教材費が必要です。４月分の項目の「教材費」をご参照下さい。

¥16,000

※４

　◎　月謝には、授業料の他、模試代等も含む全ての費用を含んでおります。補習や自習等で通塾回数が増えても追加請求はございません。

2014年春より、当塾は「ゆめタウン値引積立加盟
店」になりました。塾生保護者様特典として、毎月
の授業料をゆめポイントで還元しております。3ヶ
月ごとに授業料を集計し、ポイント額をお知らせし
ます。この通年感謝割、今後も続けてまいりま
す。（還元率100円＝1ポイント＝1円）

　◎　各種割引制度適用になる場合は、『月謝（授業料）』の金額からの減額となります。教材費は減額されませんので、ご了承ください。

　※３

¥9,250 ¥24,000 ¥12,000 ¥13,000 ¥10,000

¥23,000 ¥14,000

¥10,000

¥23,500 ¥12,000 ¥12,500 ¥9,500

¥14,000 ¥11,000

冬講　） 月謝 教材費 月謝 教材費 月謝 ( 春講 ）
（夏講）

作文 月謝 月謝 作文 月謝 (

３月

月謝 教材費 月謝 作文 月謝 月謝
月謝

月謝 教材費

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

【保護者様へ】　毎月の月謝明細に関しては、銀行口座振替日の約1週間前に
郵送しております。この年間費用一覧表は、一年間、保管をお願い致します。

コース
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

¥2,500 ¥6,000

¥2,500 ¥10,000

¥9,500

 

    
  

 

 

本校にて第２・第４土曜の午前中開催！！ 

現在、二十数名のロボット大好きっ子が在籍。 

説明書を見ながら夢中になって作っています。 

（見学・無料体験、随時受付中！） 

作文添削教室（作文指導） 表現力養成と入試対策のため、小・中学生は定期的に作文指導を受けております。提出した作文は、細かく添削された後、評価を受

け戻ってきます。この添削は専門の機関に委託しており、1回につき￥1,200の実費を頂戴しております。小学生は年に６回奇数月、中学生は春・夏・冬の講習会時に

年３回実施しています。  

高等部・ＢＢＹ筑紫野校について 高校生部門は個別指導・自習室（セルフラーニング）・ブロードバンド予備校の配信授業の組み合わせです。 

多様化する大学入試を現役で突破するための様々なご要望にお応えすることができます。BBY授業は、大手予備校の実力派講師で構成されており、 

複数のレベルがありますので、自分に必要なピッタリの授業がありますし、受講時間帯も個別に設定できます。また、受講料に関しましても、良心的な 

月々の月謝制。もちろん兄弟姉妹割引も適用されます。ご活用ください。 

 春 新小６CAP ５科 

 春 新中１ 全員５科 ３学期の小６CAPは中１の学習内容に移行します。 

山家道校 

 冬休み回数増加可能（料金調整）  春休み回数増加可能（料金調整）  夏休み回数増加可能（料金調整） 

成長の土台づくり マナビバ!!    
好評の小学生の個別学童塾です。「塾と学童

を足して２で割った新しい習い事のカタチ」、

それがマナビバ！！ 

速読･育脳＋個別算数＋基礎練習に加
え、作文や創作等も盛り込んだ少人数指導。

働くお母様も安心の長時間預かり型サポー

ト。週①または週②、習い事感覚でご活用く

ださい。 

本
校
 

おかげさまで開校６年目 

  入学お祝い （半額割引） 短縮授業 

マンツーマン・オンライン英語 

Revo‐English  
①授業組み込み型必修受講（5・6CAP、中2） 

②選択受講（申込制） ③英検対策（申込制） 

※1回25分、別紙にてご案内 

 

オンライン英語 Revo 授業内必修受講 オンライン英語 Revo 授業内必修受講 

オンライン英語 Revo 授業内必修受講 



おかげさまで開校６年目 


