
■入学相談

　入学説明会

　 ７月

　 ８月

　 ９月

　個別相談会

　

ホームページ、「入学案内書」、「入学要項」などでご確認ください。

Ａ.入学金　￥３０，０００（税込）　　１人１回初回入学時のみ

■入学金免除制度

2021年 2020年 2019年 2018年以前

● ● ● －
現役フロンティア生、個別教育センター生（短期生除く） ● ● ● －

2021年 2020年

★重複して該当される場合は、いずれか一つの最大免除額が適用されます（家族紹介割引制度は除く）。

★上記の免除制度

併用の場合

\30,000

（全額）

９月入学のご案内

ホームページより事前にご予約いただきますとスムーズにご案内ができます。

【参加特典】入学金30,000円から15,000円が割引されます。

入学金は初回に、授業料とともにお支払いいただきます。ただし、以下に該当する場合は入学金から所定の金額

を免除します。

駿台在籍（関連教育機関含む）
免除対象となる在籍年度

■仙台校　設置講座

15:00～15:30

月～土13:30～19:00、日祝10:00～17:00の時間帯で実施

17（土）、18（日）、24（土）、31（土）

14（土）、21（土）、22（日）、28（土）、29（日）

  4（土）、11（土）、18（土）、25（土）

駿台中学部・高等部、駿台Innova生
●

免除額

￥30,000

（全額）

免除対象となる在籍年度
免除額

エミール生、駿台国際教育センター生

駿台・浜学園生

● ● ●

浜学園卒業生　免除額 ￥30,000（免除額）

★入学説明会・体験授業等イベント参加者

\30,000

（全額）

2021年度　高校生クラス（現役フロンティア）
　

免除額家族紹介割引制度（入学金から\15,000免除）

★新学年準備講座受講生

● －
★診断テスト受験生

● ●

講習・模試等の受講（受験）生
★家族紹介割引制度

併用の場合

現役フロンティア、高卒クラス、駿台中学部（フロンティアＪr.）、高校部、駿台Innova生、

駿台・浜学園、駿台個別教育センター、エミールのいずれかに、兄弟姉妹、保護者をはじめとする

ご親族が在籍している（していた）方。

\15,000

★駿台講習会受講生（春期・夏期・冬期・直前）

★駿台模試受験生（共催模試を含む）

★駿台特設単科、オンデマンド・サテネット講座受講生

★駿台個別教育センター（短期生） \15,000

入学手続時に必要な学費は、Ａ.入学金＋Ｂ.授業料の合計額です。 ※学費には消費税を含みます。

学 費



Ｂ.授業料（税込）

対面授業

3単位講座(150分)

3単位講座(150分)＜東大添削プラス＞

2単位講座(100分)

2単位講座(100分)＜東大添削プラス＞

2単位講座(100分)＜寺子屋ＴＩＭＥプラス＞◆

映像授業

3単位講座(150分)　※通年視聴

3単位講座(150分)　※2・3学期分のみ視聴

2単位講座(100分)　※通年視聴

2単位講座(100分)　※2・3学期分のみ視聴

対面授業

3単位講座(150分)

3単位講座＜東大添削プラス＞

2単位講座(100分)

1.5単位講座(75分)

東北大演習プラス

映像授業

ベーシック講座　※通年視聴

ベーシック講座　※後期分のみ視聴

共通テスト対策・学年別総合講座　※通年視聴

共通テスト対策・学年別総合講座　※後期分のみ視聴

13,900円 13,900円

・演習プラス講座受講については、2021年12月までに実施する通常講座のお申込みが必要となります。

　なお、通常授業１講座につき複数の演習プラス講座の受講が可能です。演習プラス講座のみでのご入学はできません。

　また、年度途中の講座変更に際しても、演習プラス講座のみでの受講はできません。申込期限は、初回授業日までとなります。

・演習プラス講座の授業料の支払方法は、下記のとおりです。

＜分割納入の方＞2022年1月26日（水）に自動引落（口座振替）

＜一括納入の方＞他の講座の授業料に演習プラス講座授業料を加算して支払い

3回

3回

16,850円 なし

【東北大演習プラス講座授業上の注意】

14,000円 14,000円

14,850円 14,850円

28,000円 28,000円

14,850円

29,700円 29,700円

13,050円 13,050円

初回手続時 2回目以降

14,850円

分割納入

15,500円

13,400円

初回手続時

13,400円

初回手続時 2回目以降

23,350円

◆100分の授業に加えて、寺子屋ＴＩＭＥを行います。詳しくは、入学案内書Ｐ.20をご参照ください。

高３クラス

【単位数】　1単位＝50分授業

【授業週数】後期13週

２回目以降の

納入回数

5回

12,400円 12,400円

14,000円

16,850円 16,850円

18,350円 18,350円

初回手続時 2回目以降

23,330円

20,700円 20,660円

14,000円 14,000円

2回目以降

12,400円 12,400円

授業料は、1講座あたりの年間授業料（後期・２学期開講から年度末まで）を分割でお支払いただく場合の

１回分を記載しています。２講座以上お申込みの際には、各申込講座の授業料合計金額をお支払いいただ

きます。

※講座名に［映像］がついている講座および入学要項P.12掲載の「高３映像授業講座」は、入学月を問わず各学期の

　初回から視聴ができます。そのため、授業料設定が入学月毎に異なります。

※テキスト代は、学費の中に含まれています。

高１・高２クラス

【単位数】　1単位＝50分授業

【授業週数】2学期12週、3学期7週

２回目以降の

納入回数
分割納入

14,000円

15,500円



分割納入

の場合

一括納入

の場合

高校生クラス

学費
講習会費

高校生クラス

学費
講習会費

入学金＋

授業料1回目
－

入学金＋

授業料1回目
－

冬期講習 冬期・直前講習

（10/13までの申込分） （10/13までの申込分）

冬期講習 冬期・直前講習

（10/14～11/13申込分） （10/14～11/13申込分）

冬期講習 冬期・直前講習

（11/14～12/13申込分） （11/14～12/13申込分）

冬期講習

（12/14～1/13申込分）

春期講習

（2/13までの申込分）

　※高３クラス演習プラス講座の変更は、12/31（金）までです。

２学期・後期途中：10月31日（日）まで※ ３学期途中：1月31日（月）まで

※高３クラス演習プラス講座の解約は、12/31（金）までです。

入学手続完了後に他の講座へ変更する場合、支払済の学費を変更後の講座学費に振り替えることができます。

学費の少ない講座から多い講座へ変更する場合は、差額をお支払いいただきます。

※学費振替時の授業料支払方法（分割納入・一括納入）は、年度初回入学手続時の支払方法と同一とさせていただきま

す。

※異なる学年間での振替（高１⇔高２、高２⇔高３ほかすべて）はできません。

※年度途中で講座を追加・変更をされる場合は、前月末日（ただし、各学期末は下記期限）までに所定の届出書類の提出

　と駿台ホームページからの登録が必要です。期日を過ぎてからの変更はできませんのでご注意ください。

中途解約を希望される場合は、仙台校にご相談の上、中途解約を希望される月の前月末日（ただし、各学期末は下記期

限）までに所定の届出用紙の提出と、駿台ホームページからの登録が必要です。期日を過ぎてからの中途解約はできませ

んのでご注意ください。

授業料6回目2022/2/28（月）

２学期・後期途中：10月31日（日）まで※ ３学期途中：1月31日（月）まで

2022/1/26（水）
※演習プラス講座

授業料

2022/2/28（月） －

入学手続日を１日目と数えて８日以内であれば、所定の用紙の届出により、クーリングオフを行うことができます。

※高３クラス演習プラス講座の授業料は2022年1月26日（水）のみ自動引落

（口座振替）です。

12/14以降にお申込みいただ

いた冬期直前講習の講習会

費は、都度お支払いいただ

きます。

10/26（火） 授業料２回目

11/26（金） 授業料3回目

12/27（月） 授業料4回目

授業料２回目

授業料3回目

授業料4回目

授業料5回目

10/26（火）

11/26（金）

12/27（月）

2022/1/26（水）

（注意）駿台各校舎窓口でのお支払いはできません。

高１・２クラス

9/27（月）

支払方法は、「分割納入」または「一括納入」のいずれかをお選びいただけます。

年度途中で授業料支払方法を変更することはできません。

分割納入は、年間授業料を高1・高2クラスは6回、高3クラスは4回に分けてお支払いいただく均等払いの方法で、月謝制ではありませ

ん。また、高3クラス演習プラス講座については、2022年1月に自動引落（口座振替）となります。

分割回数は、入学時期により異なります。

授業料は、駿台ホームページよりご登録いただく支払者様の預金口座から自動引落（口座振替）となります。

初回お支払いいただく学費は、Ａ.入学金＋Ｂ.分割1回分の授業料の合計額です。

一括納入は、分割納入授業料の年間支払総額と同様です。授業料は「コンビニ」「ＡＴＭ（ペイジー）」「ネットバンキング（ペイ

ジー）」「クレジットカード」のいずれかでお支払いください。ただし３０万円を超える支払いの場合、コンビニ振込はできませんの

で、ご注意ください。お支払いいただく学費は、Ａ.入学金＋Ｂ.年間授業料の合計額です。

自動引落

（口座振替日）

高３クラス

自動引落

（口座振替日）

9/27（月）

支払方法

2021年度 9月入学生 学費自動引落（口座振替）日程［分割納入者］

クーリングオフ

中途解約

講座変更（学費振替）



駿台予備学校　仙台校 ０１２０-５１-２４１８
　　　　　〒983-0852  仙台市宮城野区榴岡1-5-11

ＪＲ「仙台駅」東口／地下鉄東西線「宮城野通駅」より徒歩２分

入学までの流れ

①「生徒情報」でI-SUM Clubに登録

②受講講座選択・申込
駿台ホームページにて受講希望講座を選択（カートに入れる）

③レベル（認定）を確認します。

認定（学力の確認）が必要な講座 認定が不要な講座

Ａ駿台模試 Ｂ駿台模試以外の模試 Ｃ診断テスト Ｄ申込順入学

駿台ＷＥＢ申込サイト

で自動認定
校舎に提出 診断テスト受験

レベル認定 結果発表

入学要項P.9以降の学

年別講座一覧の

の講座が対象です。

申込順

④上記③を踏まえ受講講座を決めたら、学費お支払いのための登録に進みます。

④-1 支払者確認・登録
学費のお支払いをいただく方の確認・登録を行います（原則、保護者様を「支払者」に登録をしてください）。

④-2 受講コース決定登録（入学申込）
受講希望講座（講座名・レベル・曜日・時間）をご確認のうえ、ホーム校舎・受講開始月を選択してください。

④-3 支払者による支払手続
学費の支払方法（分割納入・一括納入）を選択してください。
【分割納入】銀行口座からの自動振替（引落）

【一括納入】支払方法の選択（コンビニ・ＡＴＭ（ペイジー）・ネットバンキング（ペイジー）・クレジットカード）

⑤書類を提出いただくと、生徒証を発行します。

⑤-1 生徒台帳記入・提出
上記④の支払者による支払手続完了から7日以内。書類の詳細は入学要項P.7を参照してください。

※生徒台帳は駿台ホームページから出力し、署名・捺印・写真（4.0㎝×3.0㎝）3枚を添えて、提出をお願いします。

⑤-2 生徒証の受取（手続完了）
※今後の流れについてご案内します。

⑥駿台生マイページの登録

⑦授業開講
2学期・後期：8/30（月） 3学期：1/10（月）から順次開講

以下の③～⑤の詳細は

別途「申込ガイド」をご参

照ください。


