
年間必要経費及び納入月　　※（　　　　）内税込表記となります

4月【3/29】 教材費 4月【3/29】 教材費◎4-7月分 1教科 3,000円 （3,300円） 

White 12,000円 （13,200円） 2教科セット 4,800円 （5,280円） 

Yellow 9,000円 （9,900円） 3教科セット 6,000円 （6,600円） 毎月 空調費 790円 （869円） 

Red 9,000円 （9,900円） 8月【7/27】 教材費◎8-11月分 1教科 3,000円 （3,300円） 

Purple 9,000円 （9,900円） 2教科セット 4,800円 （5,280円） 

英会話Ａ 5,000円 （5,500円） 3教科セット 6,000円 （6,600円） 3月【3/1】 教材費 小4・5 20,000円 （22,000円） 

英会話Ｂ 5,000円 （5,500円） 12月【11/29】 教材費◎12-3月分 1教科 3,000円 （3,300円） 小6 30,000円 （33,000円） 

2教科セット 4,800円 （5,280円） 7月【6/28】 夏期講習費 小4 10,000円 （11,000円） 

毎月 空調費 390円 （429円） 3教科セット 6,000円 （6,600円） 小5 15,000円 （16,500円） 

小6 25,000円 （27,500円） 

毎月 空調費 390円 （429円） 12月【11/29】 冬期講習費 小4 10,000円 （11,000円） 

4月【3/29】 教材費 15,000円 ※非課税 小5 15,000円 （16,500円） 

10月【9/27】 教材費 15,000円 ※非課税 小6 25,000円 （27,500円） 

4月【3/29】 教材費◎4-7月分 1コースのみ 3,000円 （3,300円） 毎月 空調費 790円 （869円） 

毎月 諸経費 3,000円 ※非課税 筆っこパック 6,000円 （6,600円） 

※日毎 300円 ※非課税 8月【7/27】 教材費◎8-11月分 1コースのみ 3,000円 （3,300円） 

※日毎 おやつ代（ｱﾌﾀｰ生） 50円 ※非課税 筆っこパック 6,000円 （6,600円） 毎月 教材費 1,000円 （1,100円） 

12月【11/29】 教材費◎12-3月分 1コースのみ 3,000円 （3,300円） 空調費 790円 （869円） 

筆っこパック 6,000円 （6,600円） 

ご入会時 教材費

小学校受験科 25,000円 （27,500円） 毎月 空調費 390円 （429円） 

4月【3/29】 教材費

12,000円 （13,200円） 毎月 教材費 1,000円 （1,100円） 

4月【3/29】 教材費（前期分） 6,000円 （6,600円） 空調費 790円 （869円） 

毎月 空調費 390円 （429円） 10月【9/27】 教材費（後期分） 6,000円 （6,600円） 

※初年度は教材費無料とさせて頂きます。

4月【3/29】 教材費（前期分） 3,000円 （3,300円） 毎月 空調費 390円 （429円） 

10月【9/27】 教材費（後期分） 3,000円 （3,300円） 毎月 空調費 790円 （869円） 

毎月 空調費 390円 （429円） 

※教材費は月払い750円/月を選択する事も可能です。
 　その場合のお申込みは入会時またはお電話にてお願いします。
※お申出がない場合、お得な半年払いになります。
　 尚、半年払いの場合は従来通り途中月にて退会する場合でも、教材費の一部返金は致しておりません。
※検定料･講習費は、授業料と共に請求させていただきます。
※一度お申込みされた検定試験の検定料･講習費は一切返金できません。

中学受験部（尾張旭本部）

ひとり一人授業料及び講習会費が異なりますので、面談時に講座内容説明とともに説明させていただき
ます。

リトルゲイツ

中学受験コース（千種本部）

アンプログラミングクラブ

まなびば（四軒家）

※まなびば教材費は実費となります。
※カルチャーバックにて他コースに通塾の場合、各コースにおいて別途教材費が発生します。
※教材費につきましては、各コースの「教材費」にてご確認ください。

アン筆っこクラブ

アンそろばんクラブ

アンさんこくキッズ

お弁当･おやつ代（ﾚｷﾞｭﾗｰ/ﾛﾝｸﾞ生）

ダイヤモンド・ジーニアス・個別カリキュラム

まなぶ学童AN（千種本部）

※カルチャーバックにて他コースに通塾の場合、各コースにおいて別途教材費が発生します。
※教材費につきましては、各コースの「教材費」にてご確認ください。

まなぶ学童AN（白鳳）

※カルチャーバックにて他コースに通塾の場合、各コースにおいて別途教材費が発生します。
※教材費につきましては、各コースの「教材費」にてご確認ください。
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アンイングリッシュクラブ

アンインターナショナルスクール　（授業料は非課税となります）

退会・休会は必ず本部までご連絡ください。

講師へのご連絡のみでは、授業のクラス名簿からは

削除されますが、授業料の請求は止まりません。

尾張旭本部校 TEL：0561-54-4449＜空調費は毎月納入をお願い致します。＞
※複数コース受講の場合は、いずれかの内、高い方１コース分のみ必要となります。

授業のお休み連絡や振替予約、検定・講習申込み等は

『らくらく予約システム』をご利用下さい。

■WEB会員様 40円（44円） /月 ■ TEL会員様 100円（110円） /1件

※アンインターナショナルスクールは、直通電話080-3272-5716もご利用下さい。

アンイングリッシュクラブ・アンそろばんクラブ・アン筆っこクラブ

アンインターナショナルスクール・アンさんこくキッズ生・アンプログラミングクラブ生



年間必要経費及び納入月　　※（　　　　）内税込表記となります

4月【3/29】 教材費 算数（1冊） 2,000円 （2,200円） 4月【3/29】 教材費 小4生 6,000円 （6,600円） 4月【3/29】 教材費 小4生 6,000円 （6,600円）

国語（1冊） 2,000円 （2,200円） 小5・6生 9,000円 （9,900円） 小5・6生 9,000円 （9,900円）

小4～6（希望者）　 eduplus用教材 各教科（1冊） 1,400円 （1,540円） 春期講習費 小4～6生 6,000円 （6,600円） 春期講習費 小4～6生 6,000円 （6,600円）

春期講習費（ﾚｷﾞｭﾗｰﾏﾝﾂｰﾏﾝ） 小4～6生 6,300円 （6,930円） 夏休月【7/27】 夏期講習費 週1コマ生 10,000円 （11,000円） 夏休月【7/27】 夏期講習費 週1コマ生 10,000円 （11,000円）

春期講習費（完全ﾏﾝﾂｰﾏﾝ） 小4～6生 11,000円 （12,100円） 週2コマ生 6,800円 （7,480円） 週2コマ生 6,800円 （7,480円）

7月【6/28】 夏期講習費（ﾚｷﾞｭﾗｰﾏﾝﾂｰﾏﾝ） 小4～6生 6,300円 （6,930円） 週3コマ生 4,000円 （4,400円） 週3コマ生 4,000円 （4,400円）

夏期講習費（完全ﾏﾝﾂｰﾏﾝ） 小4～6生 11,000円 （12,100円） 12月【11/29】 冬期講習費 小4～6生 6,000円 （6,600円） 12月【11/29】 冬期講習費 小4～6生 6,000円 （6,600円）

12月【11/29】 冬期講習費（ﾚｷﾞｭﾗｰﾏﾝﾂｰﾏﾝ） 小4～6生 6,300円 （6,930円） 毎月 空調費 390円 （429円） 毎月 空調費 390円 （429円） 

冬期講習費（完全ﾏﾝﾂｰﾏﾝ） 小4～6生 11,000円 （12,100円）

毎月 空調費 390円 （429円） 

3月【3/1】 教材費（前期分） 中2 12,000円 （13,200円） 3月【2/29】 教材費（前期分） 中2 12,000円 （13,200円）

中3 15,000円 （16,500円） 中3 15,000円 （16,500円）

4月【3/29】 教材費（年間） 小4生 6,000円 （6,600円） 4月【3/29】 教材費（前期分） 中１ 12,000円 （13,200円） 4月【3/29】 教材費（前期分） 中１ 12,000円 （13,200円）

小5・6生 9,000円 （9,900円） 春期講習費 中１ 9,800円 （10,780円） 春期講習費 中１ 9,800円 （10,780円）

毎月 空調費 390円 （429円） 中2 12,800円 （14,080円） 中2 12,800円 （14,080円）

中3 16,000円 （17,600円） 中3 16,000円 （17,600円）

5月【4/27】 定期テスト対策費(Allﾌﾘｰｺｰｽ) 中1～3 3,000円 （3,300円） 夏休月【7/27】 夏期講習費 中１ 26,800円 （29,480円）

4月【3/29】 教材費（前期分） 中1・中2 12,000円 （13,200円） 定期テスト対策費(2Daysﾌﾘｰｺｰｽ) 中1～3 6,000円 （6,600円） ※夏期講習費は基本授業料との 中2 33,800円 （37,180円）

中3 15,000円 （16,500円） 6月【5/27】 定期テスト対策費(Allﾌﾘｰｺｰｽ) 中1～3 3,000円 （3,300円）  　差額をご請求いたします。 中3 48,800円 （53,680円）

5月【4/27】 定期テスト対策費 中1～3 3,000円 （3,300円） 定期テスト対策費(2Daysﾌﾘｰｺｰｽ) 中1～3 6,000円 （6,600円） 模試代（8月分）　※税込み金額 中3 3,700円

6月【5/27】 定期テスト対策費 中1～3 3,000円 （3,300円） 夏休月【7/27】 夏期講習費 中１ 26,800円 （29,480円） 模試代（8月分）　※税込み金額 中1・中2の希望者 3,700円

夏休月【7/27】 模試代（8月分）　※税込み金額 中3 3,700円 ※夏期講習費は基本授業料との 中2 33,800円 （37,180円） 9月【8/27】 教材費（後期分） 中１ 12,000円 （13,200円）

9月【8/27】 教材費（後期分） 中1・中2 12,000円 （13,200円）  　差額をご請求いたします。 中3 48,800円 （53,680円） 中2 12,000円 （13,200円）

中3 15,000円 （16,500円） 模試代（8月分）　※税込み金額 中3 3,700円 中3 15,000円 （16,500円）

10月【9/27】 模試代（10月分）　※税込み金額 中3 3,700円 模試代（8月分）　※税込み金額 中1・中2の希望者 3,700円 10月【9/27】 模試代（10月分）　※税込み金額 中3 3,700円

定期テスト対策費 中1～3 3,000円 （3,300円） 9月【8/27】 教材費（後期分） 中１ 12,000円 （13,200円） 12月【11/29】 冬期講習費 中１ 12,800円 （14,080円）

11月【10/27】 定期テスト対策費 中1～3 3,000円 （3,300円） 中2 12,000円 （13,200円） 中2 14,800円 （16,280円）

12月【11/29】 模試代（12月分）　※税込み金額 中3 3,700円 中3 15,000円 （16,500円） 中3 29,800円 （32,780円）

2月【1/27】 定期テスト対策費 中1・中2 3,000円 （3,300円） 10月【9/27】 模試代（10月分）　※税込み金額 中3 3,700円 模試代（12月分）　※税込み金額 中3 3,700円

毎月 空調費 790円 （869円） 定期テスト対策費(Allﾌﾘｰｺｰｽ) 中1～3 3,000円 （3,300円） 模試代（12月分）　※税込み金額 中1・中2の希望者 3,700円

定期テスト対策費(2Daysﾌﾘｰｺｰｽ) 中1～3 6,000円 （6,600円） 毎月 空調費 790円 （869円） 

11月【10/27】 定期テスト対策費(Allﾌﾘｰｺｰｽ) 中1～3 3,000円 （3,300円）

定期テスト対策費(2Daysﾌﾘｰｺｰｽ) 中1～3 6,000円 （6,600円）

3月【2/29】 教材費（中2～高3） 1教科 4,000円 （4,400円） 12月【11/29】 冬期講習費 中１ 12,800円 （14,080円） 4月【3/29】 教材費（前期分） 6,000円 （6,600円）

＋2,000円 ＋（2,200円） 中2 14,800円 （16,280円） 夏休月【7/27】 夏期追加授業料 週1回 3,000円 （3,300円）

4月【3/29】 教材費（中1） 1教科 4,000円 （4,400円） 中3 29,800円 （32,780円） 週2回 5,000円 （5,500円）

＋2,000円 ＋（2,200円） 模試代（12月分）　※税込み金額 中3 3,700円 週3回 8,000円 （8,800円）

夏休月【7/27】 模試代（8月分）　※税込み金額 中3 3,700円 模試代（12月分）　※税込み金額 中1・中2の希望者 3,700円 10月【9/27】 教材費（後期分） 6,000円 （6,600円）

10月【9/27】 模試代（10月分）　※税込み金額 中3 3,700円 2月【1/27】 定期テスト対策費(Allﾌﾘｰｺｰｽ) 中1・中2 3,000円 （3,300円） 12月【11/29】 冬期追加授業料 週1回 2,000円 （2,200円）

12月【11/29】 模試代（12月分）　※税込み金額 中3 3,700円 定期テスト対策費(2Daysﾌﾘｰｺｰｽ) 中1・中2 6,000円 （6,600円） 週2回 5,000円 （5,500円）

毎月 空調費 790円 （869円） 毎月 空調費 790円 （869円） 週3回 8,000円 （8,800円）

毎月 空調費 790円 （869円） 
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アン算国クラブ（守山本部・千種本部）

マンツーマン学院中高校部

進学塾サミット中学部（尾張旭本部）

アン進学ジム中学部（小幡・四軒家・白鳳・守山本部・千種本部・瀬戸山口・瀬戸本部・前後）

進学塾サミット小学部（尾張旭本部）

アン進学ジム小学部（小幡・四軒家・白鳳・瀬戸本部・前後・瀬戸山口） アン学習塾小学部（愛西本部・あま本部）

アン学習塾中学部（愛西本部・あま本部）

高校生マイセルフ（守山本部・千種本部・瀬戸本部・あま本部）（尾張旭本部・守山本部・千種本部・瀬戸山口・瀬戸本部・前後）

eduplusをご利用の場合1教科

eduplusをご利用の場合1教科


