
◎入学金は16,200円（本体価格15,000円 消費税1,200円）です

●グループ個別ｃｌａｓｓ【Ｇ５】

週１日制 （本体価格6,750円 消費税540円） 10,800円 （本体価格10,000円 消費税800円）

週２日制 （本体価格9,750円 消費税780円） 15,120円 （本体価格14,000円 消費税1,120円）

週３日制 （本体価格13,250円 消費税1,060円） 21,330円 （本体価格19,750円 消費税1,580円）

週４日制 （本体価格17,750円 消費税1,420円） 28,080円 （本体価格26,000円 消費税2,080円）

週５日制 （本体価格22,250円 消費税1,780円） 34,560円 （本体価格32,000円 消費税2,560円）

週６日制 （本体価格26,500円 消費税2,120円） 41,580円 （本体価格38,500円 消費税3,080円）

授業時間

週１日制 11,340円 （本体価格10,500円 消費税840円） 12,150円 （本体価格11,250円 消費税900円）

週２日制 19,170円 （本体価格17,750円 消費税1,420円） 21,330円 （本体価格19,750円 消費税1,580円）

週３日制 27,270円 （本体価格25,250円 消費税2,020円） 30,510円 （本体価格28,250円 消費税2,260円）

週４日制 36,450円 （本体価格33,750円 消費税2,700円） 39,960円 （本体価格37,000円 消費税2,960円）

週５日制 45,630円 （本体価格42,250円 消費税3,380円） 49,950円 （本体価格46,250円 消費税3,700円）

週６日制 54,540円 （本体価格50,500円 消費税4,040円） 59,670円 （本体価格55,250円 消費税4,420円）

授業時間

●マンツーマン特別ｃｌａｓｓⅠ[１×１～２]【Ｍ２】

週１日制 13,500円 （本体価格12,500円 消費税1,000円） 14,040円 （本体価格13,000円 消費税1,040円）

週２日制 27,000円 （本体価格25,000円 消費税2,000円） 28,080円 （本体価格26,000円 消費税2,080円）

週３日制 40,500円 （本体価格37,500円 消費税3,000円） 42,120円 （本体価格39,000円 消費税3,120円）

週４日制 54,000円 （本体価格50,000円 消費税4,000円） 56,160円 （本体価格52,000円 消費税4,160円）

週５日制 67,500円 （本体価格62,500円 消費税5,000円） 70,200円 （本体価格65,000円 消費税5,200円）

週６日制 81,000円 （本体価格75,000円 消費税6,000円） 84,240円 （本体価格78,000円 消費税6,240円）

授業時間

週１日制 15,120円 （本体価格14,000円 消費税1,120円）

週２日制 30,240円 （本体価格28,000円 消費税2,240円）

週３日制 45,360円 （本体価格42,000円 消費税3,360円）

週４日制 60,480円 （本体価格56,000円 消費税4,480円）

週５日制 75,600円 （本体価格70,000円 消費税5,600円）

週６日制 90,720円 （本体価格84,000円 消費税6,720円）

授業時間

●マンツーマン特別ｃｌａｓｓⅡ[完全１×１]【Ｍ１】

週１日制 17,280円 （本体価格16,000円 消費税1,280円） 18,900円 （本体価格17,500円 消費税1,400円）

週２日制 34,560円 （本体価格32,000円 消費税2,560円） 37,800円 （本体価格35,000円 消費税2,800円）

週３日制 51,840円 （本体価格48,000円 消費税3,840円） 56,700円 （本体価格52,500円 消費税4,200円）

週４日制 69,120円 （本体価格64,000円 消費税5,120円） 75,600円 （本体価格70,000円 消費税5,600円）

週５日制 86,400円 （本体価格80,000円 消費税6,400円） 94,500円 （本体価格87,500円 消費税7,000円）

週６日制 103,680円 （本体価格96,000円 消費税7,680円） 113,400円 （本体価格105,000円 消費税8,400円）

授業時間

週１日制 19,980円 （本体価格18,500円 消費税1,480円）

週２日制 39,960円 （本体価格37,000円 消費税2,960円）

週３日制 59,940円 （本体価格55,500円 消費税4,440円）

週４日制 79,920円 （本体価格74,000円 消費税5,920円）

週５日制 99,900円 （本体価格92,500円 消費税7,400円）

週６日制 119,880円 （本体価格111,000円 消費税8,880円）

授業時間

名学館本科生･授業料一覧表

小1～4 小1～6
7,290円 

10,530円 
14,310円 
19,170円 
24,030円 
28,620円 

1日60分 1日90分

中1・2 中3　

1日120分 1日120分

小1～6　 中1･2　

1日90分 1日90分

中３　

1日90分

小1～6 中1･2

1日90分 1日90分

中3

1日90分
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●高校生マンツーマン特別ｃｌａｓｓⅠ[１×１～３]【Ｍ３】

週１日制 15,660円 （本体価格14,500円 消費税1,160円） 16,740円 （本体価格15,500円 消費税1,240円）

週２日制 31,320円 （本体価格29,000円 消費税2,320円） 33,480円 （本体価格31,000円 消費税2,480円）

週３日制 46,980円 （本体価格43,500円 消費税3,480円） 50,220円 （本体価格46,500円 消費税3,720円）

週４日制 62,640円 （本体価格58,000円 消費税4,640円） 66,960円 （本体価格62,000円 消費税4,960円）

週５日制 78,300円 （本体価格72,500円 消費税5,800円） 83,700円 （本体価格77,500円 消費税6,200円）

週６日制 93,960円 （本体価格87,000円 消費税6,960円） 100,440円 （本体価格93,000円 消費税7,440円）

授業時間

●高校生マンツーマン特別ｃｌａｓｓⅡ[完全１×１]【Ｍ１】

週１日制 21,600円 （本体価格20,000円 消費税1,600円） 23,220円 （本体価格21,500円 消費税1,720円）

週２日制 43,200円 （本体価格40,000円 消費税3,200円） 46,440円 （本体価格43,000円 消費税3,440円）

週３日制 64,800円 （本体価格60,000円 消費税4,800円） 69,660円 （本体価格64,500円 消費税5,160円）

週４日制 86,400円 （本体価格80,000円 消費税6,400円） 92,880円 （本体価格86,000円 消費税6,880円）

週５日制 108,000円 （本体価格100,000円 消費税8,000円） 116,100円 （本体価格107,500円 消費税8,600円）

週６日制 129,600円 （本体価格120,000円 消費税9,600円） 139,320円 （本体価格129,000円 消費税10,320円）

授業時間

管理運営費(通信費・光熱費・成績管理費・授業管理費等)
■幼児・小1～小3年生の方 ⇒1,080円(本体価格1,000円　消費税80円)
■小4～小6年生の方　　　  ⇒1,620円(本体価格1,500円　消費税120円)
■中1～中3・高校生・卒生・中学入試

⇒2,160円(本体価格2,000円　消費税160円)

高1･2 高3

1日90分 1日90分

1日90分 1日90分

高1･2 高3


