
2023年度河合塾入塾希望者で、2021年４月１日以降に発生した自然災害によって被害を受けた方に対し、経済的支援を図るため、特別措置を
設けています。詳細は入塾希望校舎までお問い合わせください。
※罹災証明書のコピーの提出などの手続きが必要です。通常より入塾手続きに時間を要しますので、お早めにご相談ください。
※河合塾校舎窓口のみでお手続きできます。 
※同じ自然災害による複数年適用はできません。

下記に該当する方は、入塾金（22,000円）の全額または半額が免除になります。Ⅰ

※１　2023年度については、2023年度中学グリーンコースを退塾された方が、再度入塾される場合にのみ適用されます。
※２　2023年度実施の模試をお申し込み後に入塾される場合も対象となります。
※３　所定フォームに必要事項をご記入・ご入力された方に限ります。
※４　日能研関西生の方は、受講校舎窓口にて日能研関西生を証明できるものをご提示ください。

●講習受講生

●河合塾実施の模試受験生

●個別相談・入塾説明会・体験授業へ参加された方※３

●Kei-Net会員

●インターネットから入塾のお申し込みをされた方

入塾金免除対象者 免除額2023
年度
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2022
年度

2016 ～ 2021
年度

全額免除

半額免除

●小学・中学グリーンコース生※１

●河合塾Winɡs生
●MEPLO生
●日能研関西生※４

入塾金免除について

河合塾被災者特別奨学制度

複数の免除対象に該当する場合は、そのうちいずれか一つが適用されます。ただし、　 のご兄弟・姉妹の在籍については、
ご本人が上記　   の半額免除にも該当する場合、入塾金の全額が免除になります。

●入塾申込後のお申し出による返金には応じられませんのでご注意ください。
●上記以外の河合塾グループに在籍の場合についてはお問い合わせください。注意

Ⅱ

●K会 　●河合塾Winɡs高等部 　●KAWAIJUKU Enɡlish School 　●海外帰国生コース 　●河合塾KALS 　●ドルトンスクール  　●トライデント
●日米英語学院 　●AGOS×K（アゴス・ケイ）海外大進学プログラム 　●河合塾GRIT（グリット） 　●河合塾One 　●アーネスト英語学院　　●メディカルラボ
●日能研関西
上記コースの在籍生・講習受講生

●河合塾マナビス主催の講習受講生

ともに下記の方は、インターネット申込では入塾金免除は適用されません。
校舎窓口でお申し込みください（ご本人またはご兄弟・姉妹の塾生証・会員証・受講証などを提示してください）。

ご兄弟・姉妹が2016 ～ 2023年度河合塾生である場合も入塾金が一部免除になります。Ⅱ

※インターネット申込では、ご兄弟・姉妹での入塾金免除は適用されません。塾生証または会員証などを持参のうえ、校舎窓口でお申し込みください。

入塾金免除対象者

本人のご兄弟・姉妹が、2023年度に下記のいずれかの入塾手続を完了されている場合。または、2016 ～ 2022年度に下記のいずれかに在籍してい
た場合。

●河合塾大学受験科
●Ｋ-pro
●河合塾Winɡs
●COSMO
●ドルトンスクール
●河合塾GRIT（グリット）

●現役生教室
●小学・中学グリーンコース
●海外帰国生コース
●河合塾マナビス
●日米英語学院
●アーネスト英語学院

●MEPLO
●河合塾NEXT
●河合塾美術研究所（本科・専科）
●河合塾KALS
●AGOS×K（アゴス・ケイ）海外大進学プログラム
●メディカルラボ

●高校グリーンコース
●Ｋ会
●KAWAIJUKU Enɡlish School
●サポートコース
●トライデント
●河合塾One

免除額

11,000円

お支払いになる学費などは、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の適用対象となります。ただし、非課税枠は、受講される校舎
の主催法人（学校法人・株式会社）により異なります。主催法人は、案内書などの校舎一覧に記載しています。本措置に関しては、国税庁ま
たは文部科学省のホームページを参照してください。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

学費お支払い上の注意

学費の支払方法（月払い・一括払い）にかかわらず、２回目以降のお支払いには決済手段の登録をお願いしております。２回目以降の決済手
段は、「クレジットカード」「口座振替」「Pay-easy（ペイジー）」の３つの手段から登録できます。初回支払いにクレジットカードを指定され
た場合、２回目以降も自動でクレジットカード情報が登録されます。決済手段の変更は、お客様専用サイト ［申込マイページ］から変更をお
願いいたします。ご登録の決済手段から下記の①～④につきまして、決済をいたします。
①学費の支払方法に月払いを選択した場合の２回目以降の授業料・塾生サポート料　　②受講講座の追加・変更による差額請求
③夏期講習、冬期講習、春期講習の受講料　　④ご登録の決済手段を前提として受け付けする河合塾指定の商品（再発行などの各種料金）

●２回目以降のお支払いについて

※返金が生じた場合、メールでお知らせします。［【河合塾】返金手続き（返金口座登録）のご案内］メールをご確認のうえ、お客様専用サイト［申込マイページ］か
らお手続きをお願いいたします。
※有料イベント料金につきましては、別途ご案内いたします。
※クレジットカード情報または振替口座の登録が完了するまでは、「Pay-easy（ペイジー）」でのお支払いとなります。
※2023/３/31（金）までの進級生（2022年度塾生）は、初回受講開始月からご登録の決済手段でのご請求となります。決済手段の変更を希望する場合は、お客様専
用サイト［申込マイページ］から変更・登録してください。

●初回学費のお支払いについて

各
決
済
手
段
の
注
意
事
項

●クレジットカード
    ・ご利用可能なカードの種類はVisa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club International、Discoverです。
    ・ご利用代金明細書には、「学校法人河合塾」または「ガッコウホウジンカワイジュク」と表示されます。
●コンビニエンスストア
   ※振込用紙の送付はございません。申込マイページの請求金額内訳よりお支払いに必要な情報をご確認ください。
    ・お支払い可能なコンビニエンスストアは、セブンｰイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキです。
    ・お支払い合計金額が30万円以上の場合は、コンビニエンスストアでのお支払いはご利用になれません。
    ・お支払い手続きの方法は、各コンビニエンスストアで異なります。
●Pay-easy（ペイジー）
   ※振込用紙の送付はございません。申込マイページの請求金額内訳よりお支払いに必要な情報をご確認ください。
    ・Pay-easy（ペイジー）マークのあるATM／インターネットバンキングでのお支払いが可能です。
    ・ATMでは、10万円を超える現金でのお振り込みができませんのでご注意ください。
    ・ATM画面やインターネットバンキング画面には払込先名として「学校法人河合塾」が表示されます。
    ・ATMによる現金での払い込みや、休日・夜間などのご利用時間帯によっては手数料がかかる場合があります。詳細はご利用になる金融機関へお問い
  合わせください。

受講開始希望日の４日前までにお申し込みのうえ、学費のお支払いを完了させてください。教材は、入金確認後の配付となりますので、余裕
をもってお申し込みください。
お申し込み時に指定された決済手段でお支払いください。初回授業料の決済手段は、「クレジットカード」「コンビニエンスストア」
「Pay-easy（ペイジー）」の３つの決済手段から選択できます。画面の案内をご確認のうえお手続きをお願いいたします。なお、河合塾校舎窓
口ではお支払いになれません。各決済手段の注意事項は、以下をご覧ください。

毎月８日にご登録のクレジットカードから決済します。何らかの理由により決済できなかった場合は、メールでお知らせ
し、17日、27日に再度自動で決済します。
決済日はクレジットカードの支払日と同一ではありません。
クレジットカードの支払日は、クレジットカード会社が定める引き落とし日となりますので、ご利用明細もしくはクレ
ジットカード会社にご確認をお願いいたします。

クレジットカード

毎月27日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）にご指定の銀行口座から振り替えます。口座振替

毎月27日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）までにお支払いください。
お支払いに必要な「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」は、［【河合塾】学費確定（月次精算）のご案内］メールまたは、
お客様専用サイト［申込マイページ］からご確認ください。

Pay-easy（ペイジー）

※初回授業料のお支払いは、お申し込み時のご請求となります。ただし、以下の場合、2023/５/５（金・祝）のご精算で請求いたします。
　・４月に講座の追加・変更の申し込みがある場合の差額ご請求分
　・2023/３/31（金）までの進級生（2022年度塾生）の学費

●ご請求・お支払いスケジュール

毎月、７日頃に［【河合塾】学費確定（月次精算）のご案内］メールをお送りいたします（メールの送信日は前後する場合があります）。
月払いの場合、レベル講座の授業料と塾生サポート料は、以下の各月の指定日に決済いたします。なお、一括払いの場合の講座追加・変更時
のご精算、ご登録の決済手段を前提として受け付けする河合塾指定の商品は、発生時のみのご請求となります。

受講月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

河合塾精算日

クレジットカード決済日

口座振替日または
Pay-easy支払期限日

2023/5/5(金・祝)

2023/5/8(月)

2023/5/29(月)　

2023/6/5(月)

2023/6/8(木)

2023/6/27(火)

2023/7/5(水)

2023/7/8(土)

2023/7/27(木)

2023/8/5(土)

2023/8/8(火)

2023/8/28(月)

2023/9/5(火)

2023/9/8(金)

2023/9/27(水)

2023/10/5(木)

2023/10/8(日)

2023/10/27(金)

受講月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

河合塾精算日

クレジットカード決済日

口座振替日または
Pay-easy支払期限日

2023/11/5(日)

2023/11/8(水)

2023/11/27(月)

2023/12/5(火)

2023/12/8(金)

2023/12/27(水)

2024/1/5(金)

2024/1/8(月・祝)

2024/1/29(月)

2024/2/5(月)

2024/2/8(木)

2024/2/27(火)

2024/3/5(火)

2024/3/8(金)

2024/3/27(水)

2024/4/5(金)

2024/4/8(月)

2024/4/30(火)
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入塾金免除／学費お支払い上の注意
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2023年度河合塾入塾希望者で、2021年４月１日以降に発生した自然災害によって被害を受けた方に対し、経済的支援を図るため、特別措置を
設けています。詳細は入塾希望校舎までお問い合わせください。
※罹災証明書のコピーの提出などの手続きが必要です。通常より入塾手続きに時間を要しますので、お早めにご相談ください。
※河合塾校舎窓口のみでお手続きできます。 
※同じ自然災害による複数年適用はできません。

下記に該当する方は、入塾金（22,000円）の全額または半額が免除になります。Ⅰ

※１　2023年度については、2023年度中学グリーンコースを退塾された方が、再度入塾される場合にのみ適用されます。
※２　2023年度実施の模試をお申し込み後に入塾される場合も対象となります。
※３　所定フォームに必要事項をご記入・ご入力された方に限ります。
※４　日能研関西生の方は、受講校舎窓口にて日能研関西生を証明できるものをご提示ください。

●講習受講生

●河合塾実施の模試受験生

●個別相談・入塾説明会・体験授業へ参加された方※３

●Kei-Net会員

●インターネットから入塾のお申し込みをされた方

入塾金免除対象者 免除額2023
年度
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2022
年度

2016 ～ 2021
年度

全額免除

半額免除

●小学・中学グリーンコース生※１

●河合塾Winɡs生
●MEPLO生
●日能研関西生※４

入塾金免除について

河合塾被災者特別奨学制度

複数の免除対象に該当する場合は、そのうちいずれか一つが適用されます。ただし、　 のご兄弟・姉妹の在籍については、
ご本人が上記　   の半額免除にも該当する場合、入塾金の全額が免除になります。

●入塾申込後のお申し出による返金には応じられませんのでご注意ください。
●上記以外の河合塾グループに在籍の場合についてはお問い合わせください。注意

Ⅱ

●K会 　●河合塾Winɡs高等部 　●KAWAIJUKU Enɡlish School 　●海外帰国生コース 　●河合塾KALS 　●ドルトンスクール  　●トライデント
●日米英語学院 　●AGOS×K（アゴス・ケイ）海外大進学プログラム 　●河合塾GRIT（グリット） 　●河合塾One 　●アーネスト英語学院　　●メディカルラボ
●日能研関西
上記コースの在籍生・講習受講生

●河合塾マナビス主催の講習受講生

ともに下記の方は、インターネット申込では入塾金免除は適用されません。
校舎窓口でお申し込みください（ご本人またはご兄弟・姉妹の塾生証・会員証・受講証などを提示してください）。

ご兄弟・姉妹が2016 ～ 2023年度河合塾生である場合も入塾金が一部免除になります。Ⅱ

※インターネット申込では、ご兄弟・姉妹での入塾金免除は適用されません。塾生証または会員証などを持参のうえ、校舎窓口でお申し込みください。

入塾金免除対象者

本人のご兄弟・姉妹が、2023年度に下記のいずれかの入塾手続を完了されている場合。または、2016 ～ 2022年度に下記のいずれかに在籍してい
た場合。

●河合塾大学受験科
●Ｋ-pro
●河合塾Winɡs
●COSMO
●ドルトンスクール
●河合塾GRIT（グリット）

●現役生教室
●小学・中学グリーンコース
●海外帰国生コース
●河合塾マナビス
●日米英語学院
●アーネスト英語学院

●MEPLO
●河合塾NEXT
●河合塾美術研究所（本科・専科）
●河合塾KALS
●AGOS×K（アゴス・ケイ）海外大進学プログラム
●メディカルラボ

●高校グリーンコース
●Ｋ会
●KAWAIJUKU Enɡlish School
●サポートコース
●トライデント
●河合塾One

免除額

11,000円

お支払いになる学費などは、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の適用対象となります。ただし、非課税枠は、受講される校舎
の主催法人（学校法人・株式会社）により異なります。主催法人は、案内書などの校舎一覧に記載しています。本措置に関しては、国税庁ま
たは文部科学省のホームページを参照してください。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

学費お支払い上の注意

学費の支払方法（月払い・一括払い）にかかわらず、２回目以降のお支払いには決済手段の登録をお願いしております。２回目以降の決済手
段は、「クレジットカード」「口座振替」「Pay-easy（ペイジー）」の３つの手段から登録できます。初回支払いにクレジットカードを指定され
た場合、２回目以降も自動でクレジットカード情報が登録されます。決済手段の変更は、お客様専用サイト ［申込マイページ］から変更をお
願いいたします。ご登録の決済手段から下記の①～④につきまして、決済をいたします。
①学費の支払方法に月払いを選択した場合の２回目以降の授業料・塾生サポート料　　②受講講座の追加・変更による差額請求
③夏期講習、冬期講習、春期講習の受講料　　④ご登録の決済手段を前提として受け付けする河合塾指定の商品（再発行などの各種料金）

●２回目以降のお支払いについて

※返金が生じた場合、メールでお知らせします。［【河合塾】返金手続き（返金口座登録）のご案内］メールをご確認のうえ、お客様専用サイト［申込マイページ］か
らお手続きをお願いいたします。
※有料イベント料金につきましては、別途ご案内いたします。
※クレジットカード情報または振替口座の登録が完了するまでは、「Pay-easy（ペイジー）」でのお支払いとなります。
※2023/３/31（金）までの進級生（2022年度塾生）は、初回受講開始月からご登録の決済手段でのご請求となります。決済手段の変更を希望する場合は、お客様専
用サイト［申込マイページ］から変更・登録してください。

●初回学費のお支払いについて
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●クレジットカード
    ・ご利用可能なカードの種類はVisa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club International、Discoverです。
    ・ご利用代金明細書には、「学校法人河合塾」または「ガッコウホウジンカワイジュク」と表示されます。
●コンビニエンスストア
   ※振込用紙の送付はございません。申込マイページの請求金額内訳よりお支払いに必要な情報をご確認ください。
    ・お支払い可能なコンビニエンスストアは、セブンｰイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキです。
    ・お支払い合計金額が30万円以上の場合は、コンビニエンスストアでのお支払いはご利用になれません。
    ・お支払い手続きの方法は、各コンビニエンスストアで異なります。
●Pay-easy（ペイジー）
   ※振込用紙の送付はございません。申込マイページの請求金額内訳よりお支払いに必要な情報をご確認ください。
    ・Pay-easy（ペイジー）マークのあるATM／インターネットバンキングでのお支払いが可能です。
    ・ATMでは、10万円を超える現金でのお振り込みができませんのでご注意ください。
    ・ATM画面やインターネットバンキング画面には払込先名として「学校法人河合塾」が表示されます。
    ・ATMによる現金での払い込みや、休日・夜間などのご利用時間帯によっては手数料がかかる場合があります。詳細はご利用になる金融機関へお問い
  合わせください。

受講開始希望日の４日前までにお申し込みのうえ、学費のお支払いを完了させてください。教材は、入金確認後の配付となりますので、余裕
をもってお申し込みください。
お申し込み時に指定された決済手段でお支払いください。初回授業料の決済手段は、「クレジットカード」「コンビニエンスストア」
「Pay-easy（ペイジー）」の３つの決済手段から選択できます。画面の案内をご確認のうえお手続きをお願いいたします。なお、河合塾校舎窓
口ではお支払いになれません。各決済手段の注意事項は、以下をご覧ください。

毎月８日にご登録のクレジットカードから決済します。何らかの理由により決済できなかった場合は、メールでお知らせ
し、17日、27日に再度自動で決済します。
決済日はクレジットカードの支払日と同一ではありません。
クレジットカードの支払日は、クレジットカード会社が定める引き落とし日となりますので、ご利用明細もしくはクレ
ジットカード会社にご確認をお願いいたします。

クレジットカード

毎月27日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）にご指定の銀行口座から振り替えます。口座振替

毎月27日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）までにお支払いください。
お支払いに必要な「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」は、［【河合塾】学費確定（月次精算）のご案内］メールまたは、
お客様専用サイト［申込マイページ］からご確認ください。

Pay-easy（ペイジー）

※初回授業料のお支払いは、お申し込み時のご請求となります。ただし、以下の場合、2023/５/５（金・祝）のご精算で請求いたします。
　・４月に講座の追加・変更の申し込みがある場合の差額ご請求分
　・2023/３/31（金）までの進級生（2022年度塾生）の学費

●ご請求・お支払いスケジュール

毎月、７日頃に［【河合塾】学費確定（月次精算）のご案内］メールをお送りいたします（メールの送信日は前後する場合があります）。
月払いの場合、レベル講座の授業料と塾生サポート料は、以下の各月の指定日に決済いたします。なお、一括払いの場合の講座追加・変更時
のご精算、ご登録の決済手段を前提として受け付けする河合塾指定の商品は、発生時のみのご請求となります。

受講月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

河合塾精算日

クレジットカード決済日

口座振替日または
Pay-easy支払期限日

2023/5/5(金・祝)

2023/5/8(月)

2023/5/29(月)　

2023/6/5(月)

2023/6/8(木)

2023/6/27(火)

2023/7/5(水)

2023/7/8(土)

2023/7/27(木)

2023/8/5(土)

2023/8/8(火)

2023/8/28(月)

2023/9/5(火)

2023/9/8(金)

2023/9/27(水)

2023/10/5(木)

2023/10/8(日)

2023/10/27(金)

受講月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

河合塾精算日

クレジットカード決済日

口座振替日または
Pay-easy支払期限日

2023/11/5(日)

2023/11/8(水)

2023/11/27(月)

2023/12/5(火)

2023/12/8(金)

2023/12/27(水)

2024/1/5(金)

2024/1/8(月・祝)

2024/1/29(月)

2024/2/5(月)

2024/2/8(木)

2024/2/27(火)

2024/3/5(火)

2024/3/8(金)

2024/3/27(水)

2024/4/5(金)

2024/4/8(月)

2024/4/30(火)

2023年度 中学グリーンコース 入塾要項

入塾金免除／学費お支払い上の注意
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