💫(時間割・料金)💫
[たのがく時間割(静岡教室)]
時間割
19:15〜19:55(学習)
A

19:55〜20:05(休憩)

学習時間

40 分間 ＋ 40 分間

主な対象学年・注意点
小 4〜中 3
※小 3 以下は原則として

20:05〜20:45(学習)
18:15〜18:55(学習)
B

18:55〜10:05(休憩)

受け入れ不可

40 分間 ＋ 40 分間

小 1〜中 3

19:05〜19:45(学習)
・「A・B」ともに、放課後等デイサービス GRIP キッズ静岡校の営業時間と重なることを防ぐた
め、指導開始 10 分前までは入室いただくことができません。
・「A(月曜日〜金曜日)・B(土曜日)」の中から、指導希望日をご選択ください。
・それぞれの時間帯における最大指導人数は、「指導員 1 名につき 4 名まで」となります。
※「欠席者への代替指導実施」の関係上、また「指導員の急な体調不良」などにより、「指導員 1 名
につき 4 名まで」での指導ができない場合もございますことを、どうぞご了承ください。
・基本となる学習時間は「40 分間(学習)＋40 分間(学習)」の計 2 コマとなります。
・各小中学校の日程などにより、今後の時間割が変更となる場合もございます。
・欠席をされた場合には、「週に 1 回の指導」の場合は「月に 1 回まで」、「週に 2 回以上の指
導」の場合は「月に 2 回まで」の代替指導を実施させていただきます。なお、代替指導につきまし
ては「翌々月以降への持ち越し」はできませんので、どうぞご了承ください。
・「1 対 1 の完全個別指導」を希望される場合には、「完全個別指導のご案内(別紙)」をご参照くだ
さい。
・お時間の都合が合わない場合には、どうぞご相談ください。
・子どもさんの特性に合わせて、指導時間内に短時間の休憩を複数回ご用意する場合もございます。

💫たのがく💫

[たのがく指導料金]※税込
学年

週 1 日(月額)

週 2 日(月額)

週 3 日(月額)

小学生

11,000 円

20,900 円

29,700 円

19,800 円

29,700 円

38,720 円

(算数・国語・英語)

中学生
(数学[算数]・国語・英語)

PC テーマ学習

上記料金に含まれております

[小学生・中学生]

プログラミング

6,600 円

なし

なし

[小学生・中学生]
・週 4 日以上の指導を希望される場合にはご相談ください。
・プログラミングは「週 1 回 1 コマ(30 分)」のみとなります。
・プログラミングは、上記の指導料金以外に実費が必要になります。(別紙参照)
・毎月の指導料金につきましては、科目数ではなく 1 週間の指導日数で決まります。
・全ての学年におきまして、子どもさんの興味関心や嗜好性によっては、子どもさん自身と保護者様
双方のご意向が一致する場合に限り、記載されていない教科や SDGs などの指導もいたします。
※指導内容の詳細につきましては、ご相談のうえで確定をしてまいります。
・毎年度末に、支援環境・社会情勢などを鑑みて料金体系の見直しを実施いたします。

[教室維持費・雑費]※税込
教室維持費
雑費

[半期に 1 度]23,100 円(4 月[前期]・10 月[後期]) ※途中入塾の場合は月割り
月額 1,100 円(テキスト印刷代・指導用教材維持費など)

[学習用の教材費]
各種教材費 実費をご負担ください
※保護者様とのご相談のうえ、学習支援を進める際に必要な教材のみご購入いただきます。

💫たのがく💫

[学習療育用の教材費]※雑費に含まれます
・なぞり書き書字教材
・文章題パズル教材
・各種 SST 教材
・作文指導教材
・日記指導教材
・ペーパークラフト
・PC テーマ学習用の資料
(注)今後も随時追加予定です。

[その他の教材費]
(注 1)個別に特別な教材が必要になった場合には、その都度ご購入いただきます。
(注 2)年度の途中でも、個別に新しいシステムや教材を導入した場合、追加でご負担いただく場合が
ございます。
※事前に保護者様に対してご案内をさせていただき、同意いただけた場合のみご購入いただきます。

[指導料金の納入方法]
「お月謝袋での納入」と「預金口座からの振替」のいずれかをご選択いただくことができます。
なお、預金口座からの振替を選択いただいた場合には、振替開始月まではお月謝袋での納入をお願い
いたします。(毎月の納入金額に変動がある場合には、お月謝袋での納入をお願いいたします)
なお、お月謝袋での納入を希望される場合には、お月謝袋への記載金額・押印が領収書を兼ねますの
で、紛失・破損にはご注意くださいませ。

※納入先は「静誠学習塾」となります。

💫たのがく💫

[兄弟姉妹の同時通塾割引]
①小学生＋小学生

2 人分の合計金額から 5％を割引(2 人とも週 2 日以上の場合に限ります)

②小学生＋中学生

2 人分の合計金額から 7％を割引(2 人とも週 2 日以上の場合に限ります)

③中学生＋中学生

2 人分の合計金額から 10％を割引(2 人とも週 2 日以上の場合に限ります)

④その他

週 4 日以上の受講(小中学生)・3 人以上の同時受講などの場合は、別途割引
がございます。

[卒塾生割引]
当塾を兄弟姉妹が卒業された場合 ①毎月の指導料金から 1,000 円の割引(小学生)
②毎月の指導料金から 2,000 円の割引(中学生)
※当塾(静誠学習塾・たのがく・凸育支援塾 Grip)を卒業されたお子様が、「当塾に 6 ヶ月間以上
在籍」いただいたうえで、「同年度の 3 月末まで当塾に在籍」いただいた場合を対象とさせて
いただきます。
なお、割引の対象とさせていただく生徒さん(通塾生)はお一人のみ(最上級学年のみ)とさせてい
ただきますので、どうぞご了承ください。(兄弟姉妹同時通塾の割引との併用は可能)
※上記の「指導料金」の中には、「教室維持費・雑費・教材費」などは含まれません。

[その他の割引] ※特別減額制度の併用は不可となります。
1 ヶ月のお支払金額(1 名様あたり)が「税込 40,000 円」を超える場合、「税別納入金額」を「5％の割
引」とさせていただきます。
※(以下の例では「45,320 円」が「43,054 円」になります[2,266 円の割引])

[例][中学生・週 3 回]38,720 円(税込)＋[プログラミング・週 1 回]6,600 円(税込)のお支払い
→35,200 円(税別)＋6,000 円(税別)の合計×0.95＝39,140 円(税別)
→39,140 円(税別)×1.1(消費税)＝43,054 円(税込)

💫たのがく💫

[特別減額制度] ※その他の各種割引との同時適用は不可となります。
諸事情により正規の指導料金のお支払いが困難な場合、「毎月の指導料金」に関しましては「特
別減額制度」を適用させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※「教室維持費・雑費・教材費」などは適用外となります。
なお、原則として「以下の条件に該当する場合のみ」の適用となりますので、どうぞご了承くだ
さい。
[適用条件]※以下の条件に当てはまらない場合でも、お気軽にご相談ください。
①1 ヶ月の授業料が、全収入(手取り金額)の 15%を超えている場合、または 15%に近い場合。
※教室維持費のお支払いなどが実施される時期を除きます。
②1 ヶ月の指導料金(教室維持費・雑費・教材費などを含まず)が税別 20,000 円を超える場合。
③同居の方や、その他の方(友人・親族・旧親族を含みます)から、または公的機関などからの金
銭的支援が全く得られない場合。または支援を受けていても「①の条件」にあてはまる場合。
④申告制での適用とさせていただきますので、当塾から情報開示の要請があった場合には、速や
かに源泉徴収票などの必要書類を提出していただける方。
⑤適用者が多数になってしまうと、弊社の経営に多大な影響を与えてしまうため、「途中での打
ち切り」または「途中での割引率の変更」がありえること、また状況によっては「先着順」と
させていただく可能性があることにご理解をいただける方。
⑥その月の授業料を、必ず当月中にお支払いいただけることを確約いただける方。
⑦各ご家庭の収入状況によって割引率に変動がある場合がございますので、その点をご理解いた
だける方。なお、割引率につきましては、必ず個別面談をさせていただき、お話いただいた内
容やご家庭の状況などをふまえまして、その後に詳細を決定させていただきます。
⑧性善説により成り立っているシステムですので、上記の①から⑦に当てはまらないにもかかわ
らず適用を受けていることが判明した場合には、それまでの差額を一括にてお支払いいただく
ことにご了承いただける方。

💫たのがく💫

[静誠学習塾への同時通塾]
たのがくの指導を受講しながら、同時に静誠学習塾(清水区・清水教室内)への通塾(中学生のみ)を
希望される場合には、「たのがくの指導料金」の他に「静誠学習塾の指導料金」が別途必要とな
ります。
※①静誠学習塾での指導時間は「月曜日から金曜日まで」の「19 時 30 分から 20 時 55 分ま
で」となります。(40 分間×2 コマ) ※無料で 3 コマ目の追加(21 時 40 分までの延長)も
可能です。
※②静誠学習塾での指導内容は、「志望校・現在の学力」などにより調整いたします。なお、原
則として「たのがくでの指導＝主に学習でのつまずき(障壁)に対する学習支援・各小中学校
で学習している教科書内容への学習支援」・「静誠学習塾での指導＝受験などに必要な学習
内容の指導」であるとお考えください。
※③学力の定着よりも「現状の成績改善」が最優先である場合には、各中学校から出される宿題
へのサポートが指導の中心となる場合がございます。
※④静誠学習塾での指導内容の詳細につきましては、「保護者様・子どもさん・静誠学習塾・た
のがく・GRIP キッズ静岡校」で話し合い・調整のうえ、方向性を決定してまいります。
※⑤以下の表につきましては、すでに「静誠学習塾との同時通塾割引後の金額」として設定をし
ております。
通塾回数

月額指導料(税込)

週に 1 回

3,300 円

週に 2 回

6,050 円

週に 3 回

8,800 円

💫たのがく💫

[フレンドシップ制度]
お知り合いをご紹介いただいた場合、「ご紹介いただいた方」・「紹介をされた方」ともに毎月
の授業料を恒久的に割引させていただきます。(入塾月から割引開始)
割引させていただく金額につきましては、以下の表をご参照くださいませ。
小学生
中学生

ご紹介いただいた方

紹介をされた方

毎月 500 円の割引

毎月 500 円の割引

毎月 1,000 円の割引 毎月 1,000 円の割引

※2 名以上ご紹介いただいた場合には、「1,000 円×人数(中学生)」・「500 円×人数(小学
生)」の合計額を、毎月の授業料より割引させていただきます。
なお、紹介された方が小学生から中学生へと進級した場合には、割引額が「500 円→1,000
円」へと変更になります。
※恒久的＝「ご紹介いただいた方」・「紹介をされた方」ともに通塾を継続されている限り。
[例①]
紹介した
A さん
毎月 1,000 円の割引
[例②]
紹介した
A さん
毎月 2,500 円の割引

紹介された
C さん(中学生)
毎月 1,000 円の割引

紹介された
B さん(中学生)
毎月 1,000 円の割引

紹介された
B さん(中学生)
毎月 1,000 円の割引

紹介された
D さん(小学生)
毎月 500 円の割引
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💫たのがく💫

