英語館 学費要項 （２０２２年度・平常授業）
以下すべて税込金額です。

指導関連費

入学金

指導関連費は施設使用、システム利用、カウンセ
リング、スキル別アドバイス等にかかる費用となり
ます。

\2,750/月

コース月学費
海外大併願コース L-PLAN(コア 1 講座のみ)

\33,000

海外大併願コース M-PLAN(コア 1 講座+オプション 1 講座)

\44,000

海外大併願コース I-PLAN

小１～小３ \11,000
小４～中３ \22,000
高１～高３ \33,000
①入学金免除制度
②再入学制度
③兄弟姉妹入学制度
を設けております。

\55,000

(コア 2 講座 または コア 1 講座+オプション 2 講座)

英語力強化コース L-PLAN(コア 1 講座のみ)

\22,000

英語力強化コース M-PLAN(コア 1 講座+オプション 1 講座)

\33,000

英語力強化コース I-PLAN (コア 1 講座+オプション 2 講座)

\44,000

海外大併願コース 英語力強化コース 併用 PLAN

（詳細は右記参照）

(海外大併願コース・コア１講座＋英語力強化コース・コア１講座)
。

※ただし ULFE Senior Pre B1 もしくは B2-C1 を選択した
場合、学費は\55,000 となります。

オプション講座の月学費

\44,000※

\16,500

※コースではなく単独で受講した場合

①入学金免除制度
アップ系列校に同時に複数お通いになら
れる場合、２校舎目以降の入学金は全
額免除いたします。
②再入学制度
過去にアップ系列校に在籍されていた方
（※1）が、改めてアップ系列校に再入学
される場合、入学金は全額免除いたしま
す。ただし、再入学の際、事務手数料
２,２００円（税込）を別途いただきます。
なお、アップ系列校を卒業（※2）され、当
社が定める期間内に再入学される場合
は、事務手数料も全額免除いたします。
（※1）入学金が必要なサービスを受けて
いることが条件です。
（※2）お申込みの講座が修了し、次年度
へ続く更新講座が無い場合、卒業となり
ます。
③兄弟姉妹入学制度
アップ系列校に在籍されている方（※）お
よび過去に在籍されていた方（※）の兄
弟姉妹の方がアップ系列校に入学され
る場合、入学金は半額減免いたします。
（※）いずれも入学金が必要なサービス
を受けていることが条件です。

英語館 2 階自習ブースで EnglishCentral の学習をご希望の場合は「英語館アルムナイ」(¥3,960/月※EnglishCentral のプレミアムアカウント使用料含む)
をお申込みください。

★教材について 海外大併願コース各講座では、教材は書店等で各自ご購入いただいています。（英語館での購入も可能です。）
一方、英語力強化コースについては、教材費は学費に含まれています。ただし、紛失等の場合には、所定の金額で購入いただくことになります。

初回納入金について
新規入学者

初回納入金 ＝ 入学金 ＋ 指導関連費 ＋ 月割授業料入学月分

アップ系列校在籍者

初回納入金 ＝ 指導関連費 ＋ 月割授業料入学月分

（研伸館、研伸館ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｽｸｰﾙ、個別館、Medi-UP など）

※初回納入金と入学翌月分の学費は振込になります。入学３ヶ月目からの学費は、銀行からの自動振替となります。ただし、銀行口座振替依頼書のご提出が遅れ
た場合や、書類に不備のあった場合は、口座振替の開始月が遅れますので、ご了承ください。遅れた月の分の学費は振込になります。（口座振替対象の金融機
関以外では、お振込によるご入金となります。）
－アップ系列校に在籍で口座振替登録がお済みの方は、入学月より口座振替となります。
－過去にアップ系列校にお通いで、入学月より５ヶ月以内に口座振替登録をされていた方は、入学月はお振込、入学翌月より口座振替となります。
（例：２０２１年１１月期末で退学された方が、２０２２年４月期入学される場合）
※入学翌月分学費の振込案内は、入学翌月の月初にご自宅に郵送いたします。
※学費３ヶ月分の未納が発生した時点をもって退学となります。

講習の学費について
講習の学費は平常授業の学費とは別途必要となりますので、予めご了承ください。各講習の振替月は以下の通りです。
入学月によっては金融機関登録の関係上、若干異なる場合がございますので、ご注意ください。
春期講習（３月下旬～４月上旬に実施）

…

４月（春期講習学費＋４月期学費）

夏期講習（７月中旬～８月末に実施）

…

８月（夏期講習学費） ※平常８月期は夏期講習として実施。

冬期講習（１２月中旬～１月初旬に実施） …

１月（冬期講習学費＋１月期学費）

学費に関するお問い合わせがございましたら、英語館西宮北口校 窓口までご連絡ください。

講座変更の手続きによる学費の変更について
平常授業は月期ごとに変更可能ですが、講座変更の手続き内容により、学費の変更が生じる場合があります。
毎月２５日に次月の学費が確定しますので、それ以降の講座の追加・減少は原則できません。また、原則返金は実施いたしません
のでご注意ください。過入金が発生した場合、次月学費から差し引いて請求させていただきます。

＜講座変更の例＞ ※日付は目安としてご覧ください。
一 般 銀 行 （★１）・収 納 代 行 （★２）
５月期は「海外大併願コース L-PLAN 受講」 (月割授業料 33,000 円＋月指導関連費 2,750 円)
この時点での口座振替（一般銀行は 5/16、収納代行は 5/23）予定金額は 35,750 円です。

６月期より「海外大併願コース M-PLAN 受講」に変更
→学費は 46,750 円(月割授業料 44,000 円＋月指導関連費 2,750 円)となります。

5/20 頃
講座変更（追加）

5/25 ※注１
（次月の学費決定）

手続締切の 5/25 を過ぎると講座の変更(追加・減少)はできません。
一般銀行

【一般銀行】6/10 ※注２
（口座振替実施）

６月分学費

収納代行

講座変更後の 46,750 円で口座振替が
実施されます。

【収納代行】6/23 ※注２

講座変更後の 46,750 円で口座振替が
実施されます。

（口座振替実施）

６月分学費

★１ 一般銀行 ： みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、南都銀行、みなと銀行、ゆうちょ銀行
★２ 収納代行 ： 上記以外の金融機関 （ＳＭＢＣファイナンスサービスによる収納代行） （★１・２ 2022/01/13 現在）

＜口座振替実施日表 （2022/01/13 現在）＞
2022 年
４月
（＋春期）

口座振替実施日は変更になる場合があります。

2022 年
５月

2022 年
６月

2022 年
７月

2022 年
８月
（夏期）

2023 年
１月

2022 年
９月

2022 年
１０月

2022 年
１１月

2022 年
１２月

（＋冬期）

2023 年
２月

2023 年
３月

一般銀行

１１日

１６日

１０日

１１日

１０日

１２日

１７日

１０日

１２日

１６日

１０日

１０日

収納代行

２５日

２３日

２３日

２５日

２３日

２６日

２４日

２４日

２３日

２３日

２４日

２３日

※注 毎月２５日に次月口座振替の学費が決定します。

登録されている口座振替の銀行を変更される場合は、英語館 西宮北口校へご連絡ください。

ＷＥＢ明細閲覧サービスのご案内
英語館 WEB サイト（https://www.up-eigokan.com/）の右上にある
のバナーから、アップ教育企画 WEB サイト
（https://up-edu.com）にアクセス後、ページを下にスクロールして
「WEB 明細」をクリックしてください。
ログイン画面で生徒コードとパスワードを入力後、「ログイン」を
クリックしてください。
※このサービスは口座振替の登録が完了してからご利用いただけます。
（６月以降は入学翌月以降より利用可能です。）
＜WEB 明細閲覧のパスワードについて＞
パスワードは
５月まで ： 口座振替登録完了通知（圧着ハガキ）
６月以降 ： 入学時の「学費等お振込みのご案内」
にてお知らせいたします。
パスワードがご不明な場合は、再発行いたしますので、在籍校舎へお問合せください。

（アップ教育企画 WEB サイト）

WEB 明細

