定額制 受け放題 5 教科対応個別指導塾
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― 入学される方へ ―
継続的役務提供にかかる概要書面
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入学要項
■対象学年
小学 1 年生から高校 3 年生まで。（対象校についての詳細は教室
までお問い合わせください）
■学期
3 月 1 日または入塾日～翌年 2 月末日
■休日
水曜は休講。 夏期・冬期は休講日あり。
■授業時間
小学部：1 科目 40 分。中学部・高等部は 1 科目 90 分。時間帯は、
教室までお問い合わせください。
■コース内容
個別指導＋自立学習指導
■教授する科目
国語、英語、数学（算数）、社会、理科

■入学資格
生徒本人と保護者の方がともに当塾の学習システムを理解し、当
該入学要項に掲載している「入学者の心得」を厳守できること。
■入塾事前面談について
関塾では塾生一人ひとりへの適確な指導と学力向上のために、
入塾前に生徒と保護者の方とを交えての相談の機会を設けてい
ます。ご相談いただいた上で、入塾をお決めください。
■入学方法
入学申込書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。入学
手続きの後、口座振替による引落開始月までの学費は教室にある
決済端末機を用いて J デビット（銀行口座からの即時引落）でお支
払い頂きます。また、自動引落先の口座情報につきましても教室
にある決済端末機より取得いたします。

入学手続きのご案内
1

入学申込書は大切な書面ですから、「入学申込書記入例」
を参照の上、正確にご記入ください。

4

引落開始後の月謝は、銀行での自動振替によりお支
払いいただきます。

2

学費はすべて翌月分を月末までに納めていただく前納制
となっております。

5

入学手続きが完了した後、教室にて授業用アプリのログ
イン ID、パスワード、授業予約システムの登録を行い
ます。授業開始日時を確認して通塾を開始してください。

3

入学初月と引落開始月までの学費は、J デビットでお支
払いいただきます。

学費等に関すること

ご入学・ご契約の前に、下記の内容をよくお読みください。

１．①入学金（初期費用）…契約の締結及び履行のために通常要する費用。入塾時 1 回限りで、年度更新時は不要です。
②月謝（授業料）・共通テスト（関連商品）・教室運営費（施設費用）…毎月銀行引落し等により納入していただきます。
③教材費（関連商品）…入塾時・更新時に一括納金にて購入していただきます。
２. 消費税等 税別金額を表示しています。
３. クーリング・オフ
契約書面を受領した日から起算して 8 日間は書面によって契約を解除することができます。不実告知による誤認又は威迫による困
惑によってクーリング・オフが行使されなかった場合には、改めてクーリング・オフが出来る旨の書面を受領して 8 日を経過する
までは契約を解除することが出来ます。契約の解除は、契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より効力を生じます。クーリ
ング・オフに伴う手数料は不要とし、損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された教材（関連商
品）の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部
を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
４. 中途解約
①クーリング・オフ期間経過後は、書面申請によって中途解約ができます。受講（予定）者から中途解約の申し出があった場合には、
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で金銭の支払いを請求できるものとし、それを超える前受金を
受領している場合には、同前受金の額と請求額の差額を返還するものとします。
一．学習指導開始後である場合、受講者に対して行った学習指導の対価に相当する額、及び、2 万円または１ヶ月分の授業料
に相当する金額のいずれか低い額、の合計額。
二．学習指導開始前である場合、1 万 1 千円。
②学習指導の対価に相当する額の算定にあたっては、契約締結時の単価を上限とします。
③返還金のある場合は、70 日以内に受講（予定）者に返還するものとします。
④関連商品を中途解約する場合において、関連商品である教材書籍が返還された場合には、未使用分について購入価格に相
当する額を返還します。同じくテスト費については、未受験分のテストの購入価格に相当する額を返還します。
⑤解約を希望する前月末日までに書面にて教室までご連絡下さい。
５．前払い取引
６．抗弁権の接続

前払い取引に係る前受金の保全措置は講じておりません。
当塾との間で生じている事由をもって、その事由が解消されるまでの間は信販会社からの支払い請求を
拒むことが出来ます。
７. 更新にかかる費用 年度更新時に更新料、年会費などの費用はかかりません。

学

費

■月謝（小学生は 40 分授業、中学・高校生は 90 分授業）
費目
学年

月
週 1 回（月 4 回）

小学生
中学 1・2 年生
中学 3 年生

謝

入学金
週 2 回（月 8 回）

受け放題（制限なし）

4,500 円

9,000 円

15,000 円

（税込 4,950 円）

（税込 9,900 円）

（税込 16,500 円）

10,000 円

16,000 円

20,000 円

（税込 11,000 円）

（税込 17,600 円）

（税込 22,000 円）

20,000 円

15,000 円

21,000 円

25,000 円

（税込 22,000 円）

（税込 16,500 円）

（税込 23,100 円）

（税込 27,500 円）

高校 1・2 年生
高校 3 年生

15,000 円

21,000 円

（税込 16,500 円）

（税込 23,100 円）

20,000 円

30,000 円

（税込 22,000 円）

（税込 33,000 円）

※１科目につき週 1 回（月 4 回）の受講で表記しておりますが、同じ科目を週に複数回受講することも可能です。
※入塾後に受講回数を追加、変更することもできます。前月末日までに教室にご連絡ください。
※受け放題コースは受講回数に制限がありませんが、授業前に必ず予約を行ってください。

■追加授業（週 1 回・週 2 回コース生のみ、小学生は 40 分授業 中学・高校生は 90 分授業）
費目
学年
小学生
中学 1・2 年生
中学 3 年生
高校 1・2 年生
高校 3 年生

4回

8回

5,000 円

10,000 円

（税込 5,500 円）

（税込 11,000 円）

8,000 円

13,000 円

（税込 8,800 円）

（税込 14,300 円）

10,000 円

15,000 円

（税込 11,000 円）

（税込 16,500 円）

12,000 円

18,000 円

（税込 13,200 円）

（税込 19,800 円）

受け放題
毎月の月謝に以下の費用を追加
1・3・4・12 月 2,500 円（税込2,750 円）
7月
5,000 円（税込 5,500 円）
8月
10,000 円（税込 11,000 円）

※どの月でも追加授業を受講することができます。
※当学期の復習と次学期の予習のために、春期講習（4 回）、夏期講習（8 回）、冬期講習（4 回）を推奨しております。
※受け放題コースは学校が長期休みに入る時期（1 月・3 月・4 月・7 月・8 月・12 月）に合わせて、開講時間を拡大します。そのため、
通常月に比べて多くの授業時間・演習時間を確保することができます。

■年間テスト（学習の成果を確認し、学習カリキュラムにフィードバック）
費目
学年
小学 4 年生
小学 5・6 年生
中学 1・2 年生
中学 3 年生

関塾共通テスト
（年 12 回）

模擬テスト
（年 2～4 回）

学力検定テスト
(4/29 実施）

備

考

2,000 円／月
（税込 2,200 円／月、年間 26,400 円）

2,200 円／月

受験希望の方は教室まで
お申し出ください。

（税込 2,420 円／月、年間 29,040 円）

2,500 円／月
（税込 2,750 円／月、年間 33,000 円）

2,500 円／回
（税込 2,750 円／回、年2 回5,500 円）

2,500 円／月

2,500 円／回

3,000 円

（税込 2,750 円／月、年間 33,000 円）

（税込 2,750 円／回、年4 回11,000 円）

（税込 3,300 円）

試験日は 、各
教室により異な
りますので、最
寄の教室にお
問合せくだ
さい。

■教材費
1 科目 5,000 円（税込 5,500 円）、2 科目 10,000 円（税込 11,000 円）、受け放題 15,000 円（税込 16,500 円）です。
1 科目につき 2 冊の教材を使用します。1 年間使用の予定ですが、教材の追加購入も可能です。

■教室運営費
快適な学習環境（タブレット・冷暖房・Wi-Fi・コピー等）を提供するための運営事務・施設料金となります。

塾生特典
1.
2.

在塾生の兄弟・姉妹が入塾した場合は、入学金の割引制度があります。
塾生には塾生保険があります。（保険料は教室が負担します。）

受講に際して、留意していただきたいこと
1.
2.
3.
4.

マナビ MAX では、授業料等含めて現金の集金は一切行っておりません。月謝等の学費は銀行自動振替での前納制が原則と
なっております。自動振替手続きが整うまでの間は、J デビット（銀行口座からの即時引落）等によるお支払いとなります。
月謝等の学費の銀行自動振替は、前月 26 日（土日祝日の場合は翌営業日）に指定口座から引き落とされます。 口座残高が
不足しておりますと振替ができませんので、ご用意願います。未納が度重なる場合には通塾をお断りする場合があります。
授業を欠席される場合は、前日までに予約サイトもしくはお電話にてキャンセルの連絡をお願い致します。翌月への振替授業
は行えませんので、ご了承ください。
マナビ MAX を何らかの事情で退塾される場合は、前月末日までに、書面にて教室までお申し出ください。

個人情報の取り扱いに関して
1.
2.
3.

ここにいう個人情報とは、入塾申込書記載の各情報のほか、入塾後の学習指導、カウンセリング等で知り得た情報、その他学習
支援のために保護者の承諾を得て収集する生徒の成績などの情報をいいます。
当社は、入塾契約者に無断で個人情報を第三者に開示することはありません。但し、訴訟、調査等法令に基づいて要求された
場合には、契約者の承諾なく個人情報を開示する場合があります。
当社は、統計的手法に基づいた資料の作成・公表をすることがありますが、その場合にも、契約者の承諾なく個人が特定できる
ような公表は一切いたしません。
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