
税率
10%

週２回 週２回 週２回
×５５分 ×５５分 ×５５分
週２回 週２回 週２回
×５５分 ×５５分 ×５５分
週１回 週１回 週１回
×８５分 ×８５分 ×８５分
週１回 週１回 週１回
×５５分 ×８５分 ×８５分
週１回 週１回 週１回
×５５分 ×８５分 ×８５分

週１回 週１回
×８５分 ×８５分
週１回 週１回
×５５分 ×８５分

週１回
×８５分
週１回
×８５分
週１回
×８５分
週１回
×８５分

１０００円引 １０００円引

２５００円引 ２５００円引

４５００円引 ４５００円引

７０００円引 ７０００円引

１００００円引 １００００円引

１３５００円引

●受講される科目の受講料は、前月の末日までにお納めいただ ●受講されている科目の変更・取消・追加、または退塾のご連絡は、必ず前月の
　きますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 　２５日（休業日の場合は前営業日）までに、ご連絡下さい。
●口座からのお引落しに関しましては、毎月１２日を「締め日」 ●２５日までに連絡がない場合は、翌月分授業料が発生します。ご注意下さい。
　と設定させていただいております。１２日までにご連絡下さい。 ●なお、月の途中での入会、月の途中からの科目追加は可能です。
●クレジットカードによるキャッシュレス決済にも対応しております。 　その際には、塾の決まりに従って、授業料を日割り計算（最大半額まで減免）
　初月分は、２カ月・３カ月分の前払いをお願いしております。 　させていただきます。※割引・キャンペーンはご利用いただけません

⑥ 通塾保険無料

３コース

英・数＋理（または社）３教科

４教科 英・数・国＋理（または社） ３３，０００円（税込）

４コース

２９，５００円（税込）

７コ－ス

●単科料金　・・・・１教科から自由に選択して受講することが可能です。

ご入会金   　・・・・２２，０００円（税込）

メール登録料　・・・・１，７６０円（税込）

第一ゼミ　クラス授業の料金一覧です

　●　ご入会　初期費用について

　●　授業料について

毎月の授業料のお納め方法 口座お引き落とし または　クレジット決済　可能です

授業料のお納め　⇒　前月の末日まで 受講科目の変更　⇒　前月の２５日まで

フリーパス

６コ－ス

② 事務手数料

③ 質問箱無料

④ 冷暖房費無料

令和２年４月以降、授業料を改定。教材費は、授業料に含まれています。

⇒

定期テスト対策⑦

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

質問箱・ホームルーム・英単語道場　などには全員無料で参加できます

冷暖房費の別途請求はありません。

施設・設備の維持に関する費用は、入会金を充てております。

通塾の際の保険料も、入会金の中からお支払いさせていただいております。

中高生のテスト対策→通常受講している科目は、無料で参加できます。

３１，０００円（税込）

中学１年生

英・数＋国

英・数＋理・社

⑤ 維持費無料

　●　事務手数料　その他の諸経費 クラス授業・個人指導に共通　※④をのぞく

お一人につき　１カ月　１，１００円（税込）　の事務手数料をいただきます。

　●割引制度・・・・３教科以上受講される場合は、授業料が割引となります。

２６，５００円（税込）

作文 入試対策コース １教科につき 実施せず 実施せず ８，５００円

面接・集団討論 入試対策コース １教科につき 実施せず 実施せず ８，５００円

５教科 英・数＋国・理・社 ３７，５００円（税込）

⇒　英・数＋１教科以上受講される場合には、授業料が割引対象となります。

１教科につき 実施せず ５、５００円 ８，５００円

英語 復習コース １教科につき 実施せず 実施せず ８，５００円

１教科につき 実施せず 実施せず ８，５００円

１教科につき

クラス名

理科 １教科につき

８，５００円 ８，５００円実施せず

８，５００円 ８，５００円８，５００円

５，５００円 ８，５００円 ８，５００円

社会 １教科につき ５，５００円 ８，５００円 ８，５００円

１教科につき国語 レギュラークラス

レギュラークラス

レギュラークラス

⇒

英・数＋１コース

英・数＋２コース

英・数＋３コース

英・数＋４コース

英・数＋５コース

全コース受講可能

30,500

39,000

47,500

56,000

64500

73,000

英語 ハイレベルコース

数学 ハイレベルコース

数学 得点ＵＰコース

中学２・３年生

① 教材費無料

５コ－ス

英語 １１，０００円

数学 １１，０００円

１教科につき

中学１年生 中学２年生 中学３年生

１１，０００円 １１，０００円

１１，０００円 １１，０００円１教科につき

教科

レギュラークラス

レギュラークラス

２９，５００円

３６，５００円

４３，０００円

４９，０００円

５４，５００円

５９，５００円

英（数）＋２コース

英（数）＋３コース

英（数）＋４コース

英（数）＋５コース

英（数）＋６コース

28,000

36,500

45,000

53,500

62,000

２７，０００円

３４，０００円

４０，５００円

４６、５００円

５２，０００円

ご入会の際にかかる初期

費用は、ご入会金・メー

ル登録料と、授業料・事



●いちゼミの授業スケジュールをご確認ください。ご不明の場合にはお電話でお問い合わせください。
●体験授業に参加をご希望される前日（当日でしたらｐｍ３：００頃）までに、ご連絡下さい。
●中学３年生の定期テスト直前授業は、見学・体験をお断りさせていただく場合もあります。

●各教科とも２回まで、合計３教科まで、無料で体験することができます。
●持ち物は、筆記用具のみで結構です。
●保護者の方の見学も大歓迎です！

●毎週　水曜日・土曜日（２０１３年６月現在）
ｐｍ５：００より、小学・中学・高校部の入塾
相談（参加費無料）を実施しております。
●ご希望により、塾長面談（無料）を実施すること
も可能です。お時間は調整いたします。

第一ゼミナール塾長は、１９歳から三鷹で塾講師として働いています。現在４７歳。指導歴２８年の超ベテラン講師です。
塾長は２７歳で第一ゼミナール塾長となりました。塾長としての経営歴は１９年。来年度２０１４年で二十周年を迎えます。
２０１２年より、第一ゼミナールは、株式会社ディーワン　が経営母体となりました。こどもたちをまっすぐに育て、地域に愛される会社づくりを
目指しています。

第一ゼミナールは、三鷹市を中心に、武蔵野市・調布市の小学生から高校生のための地域密着形学習塾のあるべき真の姿を目指します。
●地域の小・中・高校の学校行事（学校公開・運動会・音楽会・文化祭など）に積極的に参加・協力いたします。
●地域のイベント・お祭り・商店会・商工会の活動に、積極的に参加・協力いたします。
●勉強を教えるだけではなく、考え方、行動方針、そして生き方に至るまで、常に子供たちの手本であるべき姿を目指します。

「冬期講習８日間で２３万円と言われました！」昨年度、そういって第一ゼミに飛び込んできたお母様がいらっしゃいました。
科目は英語１教科。指導スタイルは先生１人に対して生徒２人という、いわゆる「個別指導」スタイル。（どこの塾かは、伏せておきます）
第一ゼミで、その料金に達するのは、完全１対１の個人指導（１コマ３１５０円）を、１日に９時間（２８３５０円／日）受講する日を
８日間（２２万６８００円）継続したとしても、まだ足らない金額です。いくら入試直前期の受験生の指導とはいえ、あまりに度を過ぎた
金額であると思います。
我々、学習塾は、まず子供たちにとって本当に必要な教育は何であるかをしっかりと考えた上で、きちんとした目標設定をし、それを前提にした上で、
必要なサービスを過不足なく提供することが大切だと常に考えております。
なお、授業料の納入につきましては、通常は前月の末日までという原則になっておりますが、ご相談いただければ、分納・延納なども可能です。

　　地元で２０年の　「信頼」　と 「実績」

①

②

入会金制度

ご入会のお手続き ご入会ご希望ありがとうございます。責任を持って指導致します。

　　適正な料金設定　と　生徒本位の指導　に努めます

「夢」をかなえる人間塾

第一ゼミナール

③

入会申し込み用紙　を後提出いただきます。

入会金　をお納めいただきます。

授業料※　お納めいただきます

世のため、人のため、わたしのため

　　地域密着塾　のあるべき真の姿を追求します

いちゼミに、ご入会いただいた方は、

小学部から高校部まで、ずっと塾生　です。

ご入会をご検討されている方へ

無料体験授業
いちゼミの体験授業は 無料　です

保護者の方の見学も、大歓迎です。

●お電話　０４２２（４７）８９３３　　Ｅ－ＭＡＩＬ　ｎｉｓｈｉｍｕｒａ－ｍａｎａｂｕ＠ｄ１ｚｅｍｉ．ｃｏｍ

体験参加お申込み 

体験授業に参加 

塾長面談 

（２０分） 

体験授業に参加いただいた後 

ご入会なさらない場合 
数多くある塾の中から、いちゼミの授業を体験してい

ただきありがとうございました。 

また何かの機会がございましたらぜひお役にたちたい

と思います。ご意見や至らない点などございましたら

今後の参考にさせていただきますので、塾長にお申し

付けください。 

※月の途中からご入会される際に、当月

分の授業料が、割引対象となっている場

合には、翌月分もご一緒にお納めいただ

きます。 

 入会金制度 → 入会金 ２００００円（税込） 
 ※入会金は、大学受験時（高３・浪人コース）まで有効です。 

※兄弟姉妹が在籍中（または退塾後半年）の場合は半額減免とさせていただいております。 

※一度退会した方が、再入会の場合には入会金は必要ありません。 

いちゼミでは、皆様にお納めいただい

た入会金を、塾の設備費・修繕費・運

営費にあてさせていただきます。その

ため、入会金無料などの極端なキャン

ペーンはできません。 


