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入塾・入寮要項
1 学期生

本冊子は

本科コースと専科
コースの申込方法・学費
などを掲載しています。

各コースの紹介は、別冊の

「美術研究所
入塾案内書」
をご覧ください。

（学）河合塾 美術系進学コース
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本　科 1ページ〜

専　科 12ページ〜



本
　
　
科

1

2023年度
美術研究所本科（名古屋）
入塾・入寮要項

河合塾専用寮
入寮要項 11

ページ

入塾申込の流れ
2
ページ

入塾申込をする
3・4
ページ

学費の支払い
をする 5～8

ページ

本　科

塾生の特典ほか
9
ページ

奨学基金制度・
教育ローンなどの
ご案内

10
ページ

専攻 クラス 対象 開講曜日 開講時間

昼
間
部
コ
ー
ス

油絵 油絵本科 高卒生 月～金   9：30～ 16：30

日本画 日本画本科 高卒生 月～金   9：30～ 16：30
彫刻 彫刻本科 高卒生 月～金   9：30～ 16：30

デザイン・工芸 デザイン・工芸本科 高卒生 月～金   9：30～ 16：30

美術総合・
京都市芸大

総合本科 高卒生 月～水・日 平日）9：30～ 16：30
日曜）9：30～ 18：00

京都市芸大本科 高卒生 月～水・日 平日）9：30～ 16：30
日曜）9：30～ 18：00

メディア映像 メディア映像本科 高卒生 月～水、日 平日）9：30～ 16：30
日曜）9：30～ 18：00

学科※ 共通テスト対策英語 高卒生 土 11：05～ 12：35
共通テスト対策国語 高卒生 土   9：15～ 10：45

※学科のみの単独申込はできません。必ず実技クラスと併せてお申し込みください。

美術研究所本科には、以下のクラスを設置しています。
● クラスの詳細は「入塾案内」をご覧ください。
● 入塾時に選抜試験は実施いたしませんが、入塾後に志望校・レベルなどによって
　コース・グループ分けを行うクラスもあります。
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入塾申込の流れ
お申し込みから受講開始までの流れは次のとおりです。

STEP

2 クラス（本科）を決める

1ページ記載の設置クラスから入塾を希望されるクラスをお選びください。

STEP

6 入塾ガイダンス4/8（土）に出席する� ※メディア映像本科のみ4/9（日）の
　授業開始時にガイダンスを行います。

● 専攻別に授業方針、年間カリキュラムなどの説明を行います。日程と持参物は塾生マイページ内の 
「入塾ガイドブック」にてご確認ください。

● 入塾ガイダンス実施日以降に入塾された方への個別のガイダンスは行っておりません。初めて授業に出
席される日の持参物については、必ず河合塾美術研究所窓口☎（052）735-1596にてご確認ください。

STEP

7 受講開始

STEP

1 「申込マイページ」にログインする

　過去に、美術研究所・河合塾の講習・模試のインターネット申込をされたことがある方は、　
　お持ちのログインⅠDでログイン・お申し込みください。

「申込マイページ」のご利用には、生徒ご本人のログインⅠDの取得が必要です。
ログインⅠDをお持ちでない方は、事前にログインⅠDを取得いただくと、
お手続きがスムーズに行えます。
ログインⅠDはWebサイトの「お客様情報登録」から取得してください。
※ログインⅠDを取得される際には、Web画面に表示される「個人情報保護に関する事項」をよく読み、同意のうえでお申し込みください。

STEP

4 学費の支払いをする� 詳細は6〜7ページ

以下のお支払い方法・初回決済手段が選択できます。

● お支払い方法　　　　　　　　　　　　　　　　●初回決済手段　分割払い（2回）一括払い クレジットカード銀行振込

STEP

5 手続完了・「塾生マイページ」の登録をする

● 入塾関係書類の確認（ダウンロード）　※入金確認後、1週間程度で郵送でもお届けします。

●「塾生マイページ」にログインし、必要項目を登録 顔 写 真 基本情報

【お申し込みのご本人・保護者等の皆様】
2022年4月1日の民法改正で成年年齢が引き下げとなりましたが、弊塾（（株）河合塾進学研究社含む）では
満18歳以上の方の入塾のお申し込みに際して、学費等をご負担いただく保護者等の方のご同意をいただきます。

STEP

3 入塾申込をする� 詳細は3ページ

以下のいずれかの方法でお申し込みください。

保護者等の方の同意とログインⅠＤの取得が必要です

校舎窓口インターネット
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　　　入塾申込をするSTEP 3

お申し込みには、事前にログインⅠDの取得が必要です。

● 入塾申込の完了には、保護者等の方の同意と、保護者等の方のメールアドレスに届く確認番号の入力が 
必要です。スマートフォンなどで受信できるメールアドレスをご用意いただくと、その場でスムーズに入塾
申込を完了することができます。

窓口申込 美術研究所名古屋校の窓口でお申し込みになれます。
入塾に関するご相談も美術研究所名古屋校で承ります。

  受付時間  　10：00〜18：00
　　　　　　　※5/3（水・祝）～ 5/5（金・祝）は受付を行いません。

美術研究所 名古屋校　　　　0120-591-109

　※お申し込み時に学費をお持ちになる必要はありません。　

2/13（月）12：00　受付開始

インターネット申込 お客様専用サイト「申込マイページ」にログイン後、
ご希望のクラスを選択し、お申し込みください。

※入塾金免除については、6ページをご覧ください。
※4ページ記載の「『個人情報の保護に関する事項』について」に
　同意されたうえでお申し込みください。

●操作方法などのお問い合わせ
インターネットの操作方法は、Webサイトの「申込ご利用ガイド」をご確認ください。
なお、ご不明な点は、カスタマーセンターにお電話にてお問い合わせください。

カスタマーセンター　　　 0120-19
・
8-79

・
0　※おかけ間違いにご注意ください。

  受付時間  　12：00〜19：30
日曜・祝日はご利用になれません。
なお、３/19（日）、21（火・祝）、26（日）はお問い合わせいただけます。
※ⅠＰ電話からなど、一部ご利用になれない場合があります。
※ご利用開始直後および終了間際の時間帯は、お問い合わせが集中し、つながりにくいことがあります。
　ご了承ください。
※カスタマーセンターでは、正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

▲申込ご利用
　ガイドはこちら

以下のいずれかの方法でお申し込みください。
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お申し込み上の注意

● 河合塾美術研究所本科は高校を卒業した方（または2023年3月卒業見込の方）、高卒認定取得済みの方（または
2023年取得予定の方）で、2024年度大学受験をめざす方を対象とします。

● ご兄弟・姉妹の方が2016～2023年度河合塾生の場合、入塾金が一部免除になります。校舎窓口にてお申し
込みください。詳細は6ページをご覧ください。

● 定員に達したコースは受付を締め切りますので、お早めにお申し込みください。
● 学費お支払い後のコース変更については、入塾校舎にお申し出ください。インターネットで変更のお申し込み

はできません。
● 河合塾専用寮への入寮を希望される方は、11ページの「河合塾専用寮 入寮要項」をご覧ください。
● 必ず保護者等の方の同意を得たうえでお申し込みください。
● 2023年4月1日現在で35歳以上の方はご入塾いただけません。社会人の方で芸大・美大を志望されている方は、

事前に講師との面接が必要になります。
● 4月から入塾をご希望の方は、４/１（土）までにお申し込みください。

「個人情報の保護に関する事項」について

①利用目的
・お申し込み手続き、および確認の連絡
・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
・教材、時間割の送付など授業運営
・学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡ほかクラス運営（入塾の場合）
なお、記入された「カナ氏名」「生年月日」などの項目を利用して、河合塾グループが主催する講習、模擬試験、イベントなどへのご参加
の履歴情報と結びつけ、進学や進路選定、および学校生活にお役に立つ情報の提供をはじめとする河合塾グループからの各種ご案内や、進
学後に登録できる河合塾同窓会（ALUMNI）のご案内をさせていただくこともございます。

②個人情報提供の任意性
個人情報の提供は任意です。ただし、提出されない個人情報がある場合、上記①の利用目的に記載の諸手続きや処理、またサービス提供な
どに支障が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

③個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申し出ください。速やかに必要な手続きをお取りいたします。

④個人情報の共同利用
「個人情報の取り扱いに関する契約」を取り交わした河合塾グループ内の法人（教育関連事業を営む学校法人と株式会社）が、河合塾グ
ループからのご案内のため共同利用します。
共同利用する法人の範囲は河合塾グループホームページをご覧ください。
www.kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

⑤個人情報の取り扱いの委託
個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グループ内の法人以外に委託する場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる
委託先を選定し、「個人情報の取り扱いに関する契約」を取り交わすとともに適正な管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供
お客様がご自分以外の方の個人情報を河合塾グループに提供される際には、必ずその方に、個人情報を提供すること、および提供される情
報の利用目的についてご説明になり、その方の同意を得たうえで、ご提供ください。

⑦個人情報管理責任者
学校法人　河合塾　顧客情報管理部長

⑧個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先

学校法人　河合塾　顧客情報管理部　　　　 0120-735-041
　住所：名古屋市千種区今池2-1-10
　E-mail：kokyaku@kawai-juku.ac.jp
　受付時間：12：00～18：00（日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません。）
＊お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利用いたします。
＊正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

河合塾グループは、お客様が記入された個人情報を厳重に取り扱い、
適正な個人情報の管理を実施します。
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　　　学費の支払いをするSTEP 4

入塾金免除について

学費とは、入塾金 と 授業料 の合計額です。

　40,000円
入塾金

入塾金から所定の金額が免除になります
下記の入塾金免除対象者に該当する方は

※学科は実技クラスに在籍する場合のみお申し込みになれます。そのため、入塾金は含まれておりません。
● お支払いになる授業料には、正規授業のための教材・テキスト代、学習・進学・生活指導その他の諸費用が含まれています。個人で使用する画材・教材および美術館見学などの

課外授業に関わる費用は含まれておりません。
● 上記年間授業料は4月入塾の金額です。5月以降に入塾される場合は、河合塾美術研究所までお問い合わせください。入塾月によって年間授業料が異なります。
●各講習受講料は授業料に含みません。各講習申込時に、別途受講料が必要となります。

「一括払い」または「分割払い（2回）」を選択できます。
※「分割払い（2回）」の場合は、初回お支払い時に10,000円が加算されます。また、入塾金は初回のお支払い額に加算されます。

専攻 クラス 入塾金 授業料 学費
（一括払い）

学費（分割払い（２回））
初回（入塾申込時） 第２回（7月）

昼
間
部
コ
ー
ス

油絵 油絵本科 40,000円 820,000円 860,000円 482,000円 388,000円

日本画 日本画本科 40,000円 820,000円 860,000円 482,000円 388,000円

彫刻 彫刻本科 40,000円 820,000円 860,000円 482,000円 388,000円

デザイン・工芸 デザイン・工芸本科 40,000円 820,000円 860,000円 482,000円 388,000円

美術総合・京都市芸大
総合本科 40,000円 720,000円 760,000円 427,000円 343,000円

京都市芸大本科 40,000円 720,000円 760,000円 427,000円 343,000円

メディア映像 メディア映像本科 40,000円 720,000円 760,000円 427,000円 343,000円

学科
共通テスト対策英語 ─※ 74,000円 74,000円 45,000円 29,000円

共通テスト対策国語 ─※ 74,000円 74,000円 45,000円 29,000円

授業料

● 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 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。
入塾金免除対象者 免除額 必要書類など

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されていた場合。

●河合塾大学受験科 ●高校グリーンコース ●現役生教室
●MEPLO ●K-pro ●Ｋ会
●小学・中学グリーンコース ●河合塾NEXT ●河合塾Wings
●KAWAIJUKU English School ●海外帰国生コース ●河合塾美術研究所（本科・専科）
●COSMO ●サポートコース ●河合塾マナビス
●河合塾KALS ●ドルトンスクール ●トライデント
●日能研東海 ●日米英語学院 ●AGOS×K海外大進学プログラム
●河合塾GRIT ●河合塾One ●アーネスト英語学院
●メディカルラボ ●エコール・ドゥ・アンファン

10,000円

ご兄弟・
姉妹の
塾生証
または
受領証

など

※ 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。校舎窓口でお申し込みください。
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、●Ⅱのご兄弟・姉妹の在籍については、ご本人が上記●Ⅰの20,000円免除にも該当
する場合は、合計で入塾金から30,000円が免除になります。

●Ⅰ�下記に該当する方は、入塾金の全額または半額が免除になります。入塾申込時に下記の必要書類をご用意くだ
さい。また、必要書類をお持ちでない場合はお申し出ください。
※K会、KAWAIJUKU English School、海外帰国生コース、河合塾KALS、トライデント、ドルトンスクール、日能研東海、日米英語学院、AGOS×K海外大進学プログラム、河合塾GRIT、

河合塾One、アーネスト英語学院、メディカルラボ、エコール・ドゥ・アンファンに在籍の場合、インターネット申込では入塾金免除は適用されません。塾生証または会員証を持参のうえ、
校舎窓口でお申し込みください。

入塾金免除対象者 2023
年度

2022
年度

2016〜
2021年度 免除額 必要書類など

●河合塾大学受験科生 ●高校グリーンコース生 ●現役生教室生
●MEPLO生 ●K-pro生 ●K会生
●小学・中学グリーンコース生 ●河合塾NEXT生 ●河合塾Wings生
●KAWAIJUKU English School生 ●海外帰国生コース生 ●河合塾美術研究所（本科・専科）生
●COSMO生 ●サポートコース生 ●河合塾マナビス生
●ドルトンスクール生 ●河合塾KALS生 ●トライデント生
●日能研東海生 ●日米英語学院生 ●河合塾GRIT生
●河合塾One受講生 ●アーネスト英語学院生 ●メディカルラボ生
●エコール・ドゥ・アンファン生 ●AGOS×K海外大進学プログラム生

   ●※1 ● ● 全額免除
塾生証
会員証

受領証など

●講習受講生
●美術研究所通信教育受講生

● ● －

20,000円

会員証
受講証

（時間割）など

●河合塾実施の模試受験生    ●※2 ● － 受験票
個人成績表

● 入塾説明会や河合塾美術研究所実施の無料体験講座に参加された方※3

●美術研究所土曜ゼミ受講生
● ● － －

●インターネットから入塾のお申し込みをされた方 －
※1　2023年度については、2023年度に退塾された方が、再度入塾す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　 入塾説明会や体験講座などのイベントで配付する所定用紙に必要事項を記入された方に限ります。
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学費お支払い上の注意

次回以降決済手段の登録について
学費の支払方法［一括払い・分割払い（2回）］にかかわらず、次回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。
次回以降の決済手段は「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、次回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分割払い（2回）の授業料
　②受講クラスの変更による差額請求
　③春期講習、夏期講習、冬期・直前講習の受講料
　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）
※ 返金が生じた場合、メールでお知らせいたします。［【河合塾】返金手続（返金口座登録）のご案内］の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。

※ 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。
※ 有料イベント料金につきましては、次回以降決済手段の登録にかかわらず、別のお支払い方法となります。詳細は、有料イベントのお申し込み時

にご案内いたします（年度途中で変更になる場合があります）。

初回学費のお支払いについて
初回学費の決済手段は、「銀行振込」「クレジットカード」のいずれかの決済手段から選択できます。
学費が30万円未満の場合は「コンビニエンスストア」も選択できます。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。

　【各決済手段の注意事項】
　 ● 銀行振込

・振込手数料はお客様負担となります。
・振込口座番号はお申し込みごとに異なります。
・校舎窓口ではお支払いになれません。
・金融機関でのお振り込みに際しては、次の点にご留意くださいますようお願いいたします。
① 金融機関の窓口で10万円を超える現金でのお振り込みの場合は、手続きを行う方の本人確認書類（運転免許証など）が必要です。学費

などのお振り込みをご本人に代わって保護者等の方が行う場合は、円滑にお手続きを進めるために、生徒ご本人の確認書類もご用意され
ることをおすすめします。

　 また、本人確認に加え、職業や取引目的などの確認（取引時確認）が必要となる場合があります。詳細は、各金融機関窓口へお問い合わ
せください。

② 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。
③預貯金口座からお振り込みを行う場合は、ATM・窓口いずれにおいてもご本人確認は不要です。
④ ゆうちょ銀行からは、現金によるお振り込みができません。詳細は、ゆうちょ銀行窓口へお問い合わせください。

　 ● 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
・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。
・お支払い手続きの方法は、各コンビニエンスストアで異なります。

ご請求・お支払いスケジュールについて
受講クラス変更時のご精算、春期講習、夏期講習、冬期・直前講習の受講料、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。ご請求月の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）。

　【各決済手段のお支払いスケジュール】※お支払いスケジュールは一部変更となる場合があります。
　 ● クレジットカード

クレジットカードは毎月5日に精算のうえ、当月8日に決済いたします。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いたします。
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。

　 ● 口座振替
口座振替は毎月5日に精算のうえ、当月27日（金融機関休業日の場合は、翌営業日）にご指定の銀行口座から振り替えます。

　 ● Pay-easy（ペイジー）
Pay-easy（ペイジー）は毎月5日に精算いたします。当月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。
Pay-easy（ペイジー）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。
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●学費について
１． 美術研究所本科の「学費」は、「入塾金」と「授業料」の合計で

す。「入塾金」は入塾申込時にお支払いください。
２． 「授業料」には、正規授業のための学習指導費・教材費などの費

用が含まれます。

● 学費の支払方法・決済手段について　　　 
（４月受講開始の場合）

３． 美術研究所本科の「学費」のお支払い方法は、「一括払い」また
は「分割払い（２回）」です。「分割払い（２回）」は、「一括払い」
でのお支払い額に、10,000円が加算されます。

４． 【一括払い】
　　 お申し込み時に、「入塾金」と「授業料」の合計額をお支払いく

ださい。
　　※ 決済手段は、「銀行振込」「クレジットカード」のいずれかから

選択できます。学費が30万円未満の場合は「コンビニエンス
ストア」も選択できます。

　　・ 「銀行振込」を選択された場合、お客様専用サイト［申込マイ
ページ］の「請求一覧」から振込先口座番号をご確認のうえ、
振込期限日までにお振り込みください。手数料はお客様負担と
なります。振込先口座番号は、お申し込みごとに異なります。
お申し込みのやり直しをした場合は、新たに発番される口座番
号をご利用ください。

５．【分割払い（２回）】
　　・ お申し込み時の支払い額：「入塾金」と「授業料（初回分）」の

合計額をお支払いください。
　　※ 決済手段は、「銀行振込」「クレジットカード」のいずれかから

選択できます。学費が30万円未満の場合は「コンビニエンス
ストア」も選択できます。

　　・２回目の支払い額：「授業料（２回目）」をお支払いください。
　　※ 決済手段は、「クレジットカード」、「口座振替（銀行口座から

の引き落とし）」または「Pay-easy（ペイジー）」です。
　　・ 「クレジットカード」を選択された場合は、７月８日（土）に

決済します。決済ができなかった場合は、メールでお知らせし、
17日（月・祝）、27日（木）に再度自動で決済を行います。

　　　ご契約のカード会社により支払日（引き落とし日）が異なります。
　　・ 「口座振替」を選択された場合は、７月27日（木）に指定の銀

行口座から振り替えます。
　　・ 「Pay-easy（ペイジー）」を選択された場合は、７月27日（木）

までにお支払いください。
　　・ 年度途中でのクレジットカード・口座振替用の銀行口座情報の

変更や決済手段の変更は可能です。
６． 入塾申込後に講習やオプション講座などをお申し込みされた場合

は、受講料を河合塾指定の月日に「ご登録の決済手段（クレジッ
トカード・口座振替・Pay-easy）」でご請求いたします。決済手

段のご登録が完了されていない場合はPay-easyでのお支払いと
なります。

７． 学費等の支払いが滞った場合は、学費お支払いの督促文を郵送す
ることがあります。さらに、授業の受講や講習等のお申し込みを
お断りします。また、滞納期間が支払期限日から２カ月を越えま
すと退塾となります。

●受講コースの変更について
８． 学費のお支払い後に受講コースを変更し、授業料に差額が生じた

場合は、差額分をお支払いいただくか、または返金いたします。
差額分お支払いの決済手段は、「クレジットカード」、「口座振替

（銀行口座からの引き落とし）」または「Pay-easy（ペイジー）」
です。返金が発生する場合の返金方法は銀行振込となり、都度、
返金口座の登録が必要です。手続き翌月の８日前後にご登録いた
だいたメールあてにご案内します。

●入塾辞退・退塾・返金について
９． 入塾手続完了後から初回授業開始日の前日17：00までに入塾辞

退を希望される場合は、所定の「退塾届」を校舎窓口にご提出く
ださい。

10． 前記「9」項での入塾辞退のうち、3月末日17：00までにお申
し出があった場合は、入塾金を含む、お支払いになった学費の全
額を返金いたします。この規定は「特別学費返金制度」とし、入
塾要項に記載します。

11． 前記「9」項での入塾辞退のうち、3月末日17：00から初回授
業開始日の前日17：00までにお申し出があった場合は、入塾金
を除く、お支払いになった授業料の全額を返金いたします。

12． 補欠・追加合格で大学・大学校に入学した方で、初回授業開始日
の前日17：00までに入塾辞退のお申し出があった場合は、入塾
金を含む、お支払いになった学費の全額を返金いたします。

13． 初回授業開始日の前日17：00を過ぎて入塾辞退・退塾をされる
場合は、当塾規定により退塾月に応じた授業料を返金いたします。
退塾時は、在籍を解除する費用として、20,000円が発生します。
ただし、前記「9」項、「10」項、「11」項、「12」項での入塾
辞退については、解除費用は発生しません。

14． 返金が発生する場合の返金方法は銀行振込となり、都度、返金口
座の登録が必要です。手続き翌月の８日前後にご登録いただいた
メールあてにご案内します。

●外部委託について
15． 学費の決済はSMBC GMO PAYMENT株式会社、返金業務は

ウェルネット株式会社に委託しております。

学校法人　河合塾
� （2023年2月現在）

学費規定

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
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。
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学費返金制度について

●特別学費返金制度
2023/3/31（金）17：00までに入塾辞退を申し出られた場合、入塾金を含む、学費の全額を返金します。

手続期限 2023/3/31（金）17：00

必要書類
など

①入塾辞退届 
　 ※校舎窓口で配付します。印鑑が必要です。
② 「手続完了のお知らせ」のメールのコピー 

または、お支払いを確認できるもの
③入塾手続完了後に受領した全書類

手続方法
左記の①～③をすべてそろえて、手続期限まで
に校舎窓口へご提出ください（電話による手続
きはできません）。

返　金

提出された書類を確認後、メールで「返金手続
きのご案内」をお知らせします。
ご確認のうえ、お客様専用サイト「申込マイ
ページ」からご返金のお手続きをお願いいたし
ます。

手続期限 初回授業開始日の前日 17：00 

必要書類
など

①退塾届
　※校舎窓口で配付します。印鑑が必要です。
② 「手続完了のお知らせ」のメールのコピー 

または、お支払いを確認できるもの
③入塾手続完了後に受領した全書類

手続方法

左記の①～③をすべてそろえて、手続期限まで
に校舎窓口へご提出ください（電話による手続
きはできません）。
メールにて「退塾届受理のお知らせ」「退塾手
続完了のお知らせ」をお送りします。

返　　金

提出された書類を確認後、メールで「返金手続
きのご案内」をお知らせします。
ご確認のうえ、お客様専用サイト「申込マイ
ページ」からご返金のお手続きをお願いいたし
ます。

●入塾辞退に関する学費返金制度
2023/3/31（金）17：00から初回授業開始日の前日17：00までに入塾辞退を申し出られた場合、入塾金を
除く、授業料の全額を返金します。

手続期限 初回授業開始日の前日 17：00

必要書類
など

①入塾辞退届
　※校舎窓口で配付します。印鑑が必要です。
② 大学・大学校の合格を証明する書類（コピー

の提出）
③ 「手続完了のお知らせ」のメールのコピー 

または、お支払いを確認できるもの
④入塾手続完了後に受領した全書類

⑤ 入学する大学・大学校の入学手続書類の 
コピーまたは、入学した大学・大学校の在学
証明書

対象の
大学・
大学校
とは

文部科学省所管の大学・短大（通信制大学を除
く）、および文部科学省が大学卒と同等の扱い
を認めている大学校（防衛医科大など）を指し、
専修学校・各種学校・外国の大学は除きます。

手続方法

左記の①～⑤をすべてそろえて、手続期限日ま
でに校舎窓口へご提出ください（電話による手
続きはできません）。
ただし、手続期限までに⑤が提出できない場合
は、4/30（日）17：00までに提出してくだ
さい（提出がない場合は当制度は適用されませ
ん）。

返　　金

提出された書類を確認後、メールで「返金手続
きのご案内」をお知らせします。
ご確認のうえ、お客様専用サイト「申込マイ
ページ」からご返金のお手続きをお願いいたし
ます。

●補欠・追加合格で大学・大学校に入学した場合の学費返金制度
初回授業開始日の前日17：00までに補欠・追加合格で大学・大学校に入学した場合、入塾金を含む、学費の 
全額を返金します。
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塾生の特典ほか
●「塾生の特典」は、受講開始月以降に利用できます。
　 以下は4月受講開始の場合の特典です。受講開始月によって、特典の内容（模試の無料受験回数など）が一部異

なります。利用方法などは美術研究所窓口へお問い合わせください。
　※途中退塾された場合は、その時点で「塾生の特典」は無効となります。

●模試の無料受験
　 第1～ 3回全統共通テスト模試・全統プレ共通テストを無料で受験できます。さらにそれ以外の模試受験

を希望する場合は、塾生割引料金で受験できます。
　※ 無料受験の回数は、入塾時期によって異なります。

● 講習の塾生割引料金の適用
　 2023年度夏期、冬期・直前講習が塾生割引料金で受講できます。
　※申込方法などの詳細は、各講習の受付開始前にご案内します。

● �河合塾美術研究所発行の出版物の進呈
　 指導スタッフ執筆による実技学習参考書「WARM UP！」と過去の入試問題を掲載した「美術系大学入試

資料集」を進呈します。

● �進学情報誌の無料配付
　 「栄冠めざして」（大学受験情報誌）などの河合塾の進学情報誌を年間を通して無料で配付します。

● �カルトンバッグの進呈
　 河合塾美術研究所（名古屋）オリジナルのカルトンバッグを進呈します。
　※なくなり次第終了とさせていただきます。

■河合塾専用寮・学生会館

河合塾美術研究所では、遠方から入塾される方に、
安心で快適な河合塾専用寮（名古屋志学寮・女子寮）、
学生会館を紹介しています。河合塾専用寮をご希
望の方は、11ページ「河合塾専用寮 入寮要項」を
ご覧ください。学生会館をご希望の方は、案内書・
申込書を河合塾美術研究所までご請求ください。

■奨学生制度（本科生のみ対象）

4月入塾の方を対象に奨学生試験を実施し、実技
または学科成績が優秀であり、かつ学習意欲旺盛
な受験生を「河合塾美術研究所奨学生」として認
定し、入塾金を除く学費の全額あるいは一部を免
除いたします。
詳細につきましては、「2023奨学生試験のご案内」
をご覧ください。

■各種イベントについて

入塾期には、最新の大学入試情報を持ち塾生指導
に精通した河合塾スタッフによる「入塾説明会」
を行います。また、美術系大学進学に興味をお持
ちの方を対象に、年間を通して「無料体験講座」
の実施を予定しています。
詳細につきましては、お問い合わせください。

イベント参加特典

「入塾説明会」、「体験講座」にご参加いただくと、入塾金40,000円のうち20,000円が免除になります。
（特典の適用には、会場で配付する所定用紙への必要事項のご記入が必要です。また他の入塾金免除特典との
併用に関しては、6ページをご覧ください。）

■通学定期券・長距離学割
　（4・5月入塾本科生のみ対象）

4月および5月に入塾された本科生に限り、JR・
私鉄・地下鉄・バスなどの公共交通機関の通学 
定期券を利用できます。また、大学受験で遠隔地へ
移動する際、長距離学生割引を利用できます。

・6月以降に入塾される本科生は
対象外となります。

※ 特典を利用するためには、河合塾の塾生であることを証明する顔写真付きの
「塾生証」（6月以降入塾者は「聴講証」）が必要になる場合があります。
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河合塾奨学基金制度（奨学金貸与） 河合塾美術研究所窓口のみでお手続きできます。

本制度は、河合塾美術研究所本科へ入塾を希望しながら、経済的理由により学習を継続することが困難な方を、河合塾が奨
学基金生として認定するものです。選考により奨学基金生として認定されると、入塾後に河合塾から奨学金が貸与されま
す。
■対　　象　 2023年3月に高等学校（または中等教育学校・専修学校（高等課程））卒業（予定）で、下記の①あるい

は②に該当し、かつ2023年4月に入塾される方。
　　　　　　① 2022年度高校在籍時に「各地方公共団体やその所管する公益法人または各種財団の奨学生」または「日

本学生支援機構奨学生（大学・予約採用合格者を含む）」であった方。
　　　　　　② 高校在籍時に「授業料の全額または一部を免除された実績」があった方。 ただし、成績優秀者やスポー

ツ推薦などの免除や公立高等学校の授業料無償化や高等学校等就学支援金制度は対象外です。
■出願期限　4/20（木）17：00　出願書類を校舎窓口へご提出ください。
■選考方法　書類審査および面接
　　　　　　※ 所定の願書、入塾手続済であることが確認できるもの、高校在籍時に奨学生であったことが証明できるも

のをご提出（ご提示）いただきます。
　　　　　　※ 河合塾奨学基金生として認められた方は、連帯保証人などが必要です。詳しくは入塾希望校舎窓口までお

問い合わせください。

国民年金について
20歳の誕生日を迎えると、国民年金加入の通知が送付されてきます。国民年金の被保険者になると、保険料の納付が義務づけられますが、 
学生の場合は、年金の納付を猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。詳しくはお住まいの自治体までお問い合わせください。
※「学生納付特例制度」を利用するには、各自治体に届出をする必要があります。

奨学基金制度・教育ローンなどのご案内

河合塾被災者特別奨学制度 河合塾美術研究所窓口のみでお手続きできます。

2023年度美術研究所本科入塾希望者で、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所定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。

※河合塾校舎窓口でのみお手続きになれます。
※同じ自然災害による複数年適用はできません。

1日本政策金融公庫による国民生活事業の「国の教育ローン」
お申し込みから融資を受けるまで多少日数を要しますので、お早めに日本政策金融公庫へご相談ください。詳しくは、最寄
りの日本政策金融公庫国民生活事業の各支店にお問い合わせください。インターネットからは365日24時間申込可能です。

融資限度額  350万円まで　　 利　　率  年1.95％（2022/12/１現在）　　 返済期間  最長18年

お問い合わせ・お申し込み先
教育ローンコールセンター　　 0570-008

ハローコール

656
○営業時間　　月曜～金曜 9：00～19：00

2みずほ銀行・三菱UFJ銀行など民間金融機関による「教育ローン」
融資可能額・利率・返済期間など詳細は、各金融機関窓口にお問い合わせください。
各個人のお取引状況などによって、金利優遇を利用できる場合があります。

3オリコ「学費サポートプラン」
融資可能額  学費・寮費　　　　手数料率  実質年率3.5％　　　　 返済期間  最長12年
返　済　方　法   通常払い（お申し込み翌月からご利用元金と分割払い手数料のお支払い）、ステップアップ払い（在学中は分割払手数料のお支払いのみ）

申込上限額  500万円

お申し込み・詳細に関するお問い合わせ先
株式会社オリエントコーポレーション　学費サポートデスク
◦Web申込　https://orico.jp/gakusapo/　　　 
　お申し込みの際は、下記の学校コード・申込コードをご入力ください。
　■学校コード：15951635　　　■申込コード：5555
　※Web申込は365日・24時間可能です。
◦電話申込　　　 0120-517-325（平日 9：30～17：30）

※土曜・日曜・祝日はご利用になれません。
※�ご利用になれない場合は、（03）5321-8656までおかけください。

各種教育ローンについて
河合塾へお支払いいただく入塾金・授業料などについては、下記の「教育ローン」をご利用になれます。下記連絡先へ直接
ご連絡ください。
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河合塾専用寮 入寮要項

以下のいずれかの方法でお申し込みください。
◎本科の申込完了後、カートに戻って寮の申込を進めてください。
◎定員に達し次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。すでに入塾申込を済ませた方もお申し込みできます。

河合塾専用寮　名古屋志学寮（女子寮）
■定　　員　63名（全室個室） ■住　　所　〒464-0850　名古屋市千種区今池2-26-5
■建物概要　鉄筋コンクリート４階建 ■電話番号　（052）732-3255
■交　　通　JR・地下鉄千種駅から徒歩７分

入寮申込後の流れ
1 申込完了後、「入寮関係書類」をお受け取りください（郵送）。

・食物アレルギー疾患のある方は、事前に申請をしてください。申請内容によっては入寮をお断りする場合があります。
・入塾と入寮の両方をお申し込みの場合、「入塾関係書類」と「入寮関係書類」は別々にお届けします。
・決済手段が「クレジットカード」の場合は、「申込手続完了のお知らせ」をメールでお送りいたします。

2 ご指定の決済手段で、支払期限日までに寮費をお支払いください。
・お支払い方法は「一括払い／月払い」、初回決済手段は「銀行振込／クレジットカード」を選択できます。
・初回寮費が30万円未満の場合は、「コンビニエンスストア」でのお支払いも選択できます。
・初回決済手段で「銀行振込」を選択されている場合は、振込期限日までに寮費をお支払いください。
●合格発表をお待ちの方へ　・合格発表をお待ちになっている方は、「銀行振込」を選択してください。

・合格発表日まで振込期限日の延長を希望される場合は、美術研究所名古屋校までご連絡ください。
・大学合格などの理由により、入寮手続きが不要になった場合は、速やかに美術研究所名古屋校までご連絡ください。

3 入寮手続完了／入金確認後、「申込手続完了のお知らせ」をメールでお送りします。
4 入寮　Ⓐ 春期講習（3/25（土）～3/28（火））を受講する方　3/21（火・祝）9：00～17：00

Ⓑ Ⓐ以外の方　3/25（土）・3/26（日）9：00～17：00
上記日程に入寮できない場合は、事前に寮長へご連絡ください。また、入寮日は到着時間を前日までに寮長へご連絡ください。
・部屋割りは寮長の指示に従ってください。
・入寮に際しての荷物は、Ⓐ3/20（月）・Ⓑ3/24（金）からお預かりします。詳細は寮へ直接お問い合わせください。
・入寮する方への食事は入寮日の夕食より提供いたします。

女子寮 寮名 名古屋志学寮 寮コード 455

河合塾専用寮 寮コード

河合塾専用寮の費用（税込）

以下の①入寮費、②寮費（室料＋食費＋水光熱費）、③管理費、④分割手数料（月払いの場合）の合計額をお支払いください。
①入寮費　120,000円（初回一括払い）

名古屋志学寮 寮費（月額） 99,500円 年間
費用

一括払い 1,654,500円

月払い 初回※ 421,000円 1,676,500円女子寮 管理費（年額） 440,000円 2回目以降 139,500円（×9回）
※初回支払額内訳：入寮費＋（寮費（水光熱費、食費含む）＋管理費）2ヵ月分＋分割手数料（月払いは初回支払時に22,000円を加算）

1．入寮費は入寮時のみ必要です。
2．寮費とは…室料＋朝食・夕食代＋水光熱費です。朝食・夕食は、土曜・日曜・祝日、年末年始も含め毎日提供します。
3．管理費には、布団リース費、諸雑費を含みます。
4．月払いの場合は、初回に2ヶ月分の寮費（水光熱費、食費含む）と月分割手数料をお支払いください。
5． 月払いの場合の、次回以降の決済手段は、「クレジットカード」、「口座振替（銀行口座からの引き落とし）」、「Pay-easy（ペイジー）」です。（入塾手続時にご登録の、次回以降の決

済手段と同様となります。）
・ 「クレジットカード」を選択された場合は、毎月5日に精算のうえ、当月8日に決済いたします。決済が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

済を行います。ご契約のカード会社により支払日（引き落とし日）が異なります。年度途中で、クレジットカード情報は変更可能です。
・ 「口座振替」を選択された場合は、毎月5日に精算のうえ、当月27日（金融機関休業日の場合は、翌営業日）にご指定の銀行口座から振り替えます。
・ 「Pay-easy（ペイジー）」を選択された場合は、毎月5日に精算いたします。当月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。

6．一括払いの場合は寮費が月払いの場合より割引になります。初回ご入金後の支払い方法（一括払い・月払い）の変更はできませんのでご了承ください。

河合塾専用寮について
■河合塾専用寮の在寮期間
　 河合塾専用寮の在寮期間は、原則として2024/2/29（木）までです。ただし、3月に実施される入試の受験者は、希望される場合、引き続き在寮することができます（別料金）。 

詳しくは入寮後にご案内いたします。
■寮費返金制度
　 入寮手続完了後に入寮を辞退される場合は、速やかに所属校舎へご連絡ください。返金の内容・手続方法は「河合塾専用寮 寮生活のしおり」をご覧ください。
■河合塾奨学基金制度と河合塾被災者特別奨学制度
　 河合塾奨学基金制度（10ページ参照）や河合塾被災者特別奨学制度（10ページ参照）を利用される場合、入寮費・寮費についても減免制度がありますので、詳しくは校舎窓口に 

お問い合わせください。
■申込にあたっての注意事項
　 1． 食物アレルギーに関し、アナフィラキシー病型の方の入寮はお断りしております。それ以外のアレルギー疾患のある方は、寮費の支払い前に必ず校舎窓口までご連絡・ご相談くだ

さい。共同生活が困難と思われる持病のある方、食物アレルギーのある方、一定の年齢を超える方などは、お申し込み後でも入寮をお断りさせていただく場合があります。ご不明
な点がございましたら、事前に校舎窓口までご確認ください。

　 2．集団生活を送るうえで、指導困難と判断した場合、途中退寮していただく場合があります。

申込方法
インターネット申込 窓口申込
　　　　 　 お申し込みには、事前にログインⅠＤの取得が必要です。 
　　　　　　 右記Webサイトにログイン後、名古屋志学寮（女子寮）を選択し、お申し込みください。　
●操作方法などのお問い合わせ
インターネットの操作方法は、Webサイトの「申込ご利用ガイド」をご確認ください。
なお、ご不明な点は、カスタマーセンターにお電話にてお問い合わせください。
カスタマーセンター　　　  0120-19

・
8-79

・
0　　 受付時間  12：00〜19：30

※おかけ間違いにご注意ください。

日曜・祝日はご利用になれません。なお、3/19（日）、21（火・祝）、26（日）はお問い合わせいただけます。
※ⅠＰ電話からなど、一部ご利用になれない場合があります。
※ ご利用開始直後および終了間際の時間帯は、お問い合わせが集中し、つながりにくいことがあります。ご了承ください。
※ カスタマーセンターでは、正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

美術研究所 名古屋校にて 
お申し込みになれます。
寮費をお持ちになる必要は
ありません。

 受付時間 
10：00〜18：00
5/3（水・祝）～ 5/5（金・祝）
は受付を行いません。

2/13（月）12：00　受付開始

河合塾専用寮は清潔な環境を保ち、厳しい衛生管理基準で管理運営しているので、安心して過ごすことができます。
寮長・寮母が常駐し、健康面・生活面からも寮生をサポートします。詳しくは、入塾案内５ぺージをご覧ください。
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2023年度
美術研究所専科（名古屋）

入塾要項
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入塾申込の流れ
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塾生の特典
ほか 18
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専攻 クラス 対象 開講曜日 開講時間

土
・
日
・
夜
間
部
コ
ー
ス

油絵

油絵専科 ※ 高３生・高卒生 火～金、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

油絵高２専科 高２生 火～金、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

油絵日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
油絵高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00

日本画

日本画専科 ※ 高３生 火～金、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

日本画高２専科 高２生 火～金、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

日本画日曜専科 ※ 高３生 日 9：30～ 18：00
日本画高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00

彫刻

彫刻専科 ※ 高３生・高卒生 火～金、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

彫刻高２専科 高２生 火～金、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

彫刻日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
彫刻高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00

デザイン
･工芸

デザイン・工芸平日専科 ※ 高３生・高卒生 月～金 17：30～ 20：30
デザイン・工芸日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00

デザイン・
工芸基礎

デザイン・工芸基礎日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
デザイン・工芸基礎高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00

美術総合・
京都市芸大

総合専科 ※ 高３生・高卒生 月～水、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

京都市芸大専科 ※ 高３生・高卒生 月～水、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

総合平日専科 ※ 高３生・高卒生 月～水 17：30～ 20：30
京都市芸大平日専科 ※ 高３生・高卒生 月～水 17：30～ 20：30
総合日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
京都市芸大日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
京都市芸大高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00

建築

建築（芸大系）日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
建築（芸大系）高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00
建築（工学部系）日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
建築（工学部系）高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00

芸術学
芸術学日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
芸術学高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00

メディア
映像

メディア映像専科 ※ 高３生・高卒生 月～水、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

メディア映像高２専科 高２生 月～水、日 平日）17：30～ 20：30
日曜） 9：30～ 18：00

メディア映像日曜専科 ※ 高３生・高卒生 日 9：30～ 18：00
メディア映像高２日曜専科 高２生 日 9：30～ 18：00
映像土曜専科 ※ 高３生・高卒生 土 13：30～ 19：30
映像高２土曜専科 高２生 土 13：30～ 19：30

名市大
（芸術工学）

名市大（芸術工学）土曜専科 ※ 高３生・高卒生 土 13：30～ 18：00
名市大（芸術工学）高２土曜専科 高２生 土 13：30～ 18：00

基礎高１・２年

基礎高1・2年　平日2日専科 高1生・高2生
月・火/
水・木/
木・金

17：30～ 20：30

基礎高1・2年　平日3日専科 高1生・高2生
月・火・水/
火・水・木/
水・木・金

17：30～ 20：30

基礎高1・2年　土曜専科 高1生・高2生 土 9：30～ 18：00
基礎高1・2年　日曜専科 高1生・高2生 日 9：30～ 18：00

基礎中学
基礎中学　土曜午前専科 中学生 土 9：30～ 13：30
基礎中学　土曜午後専科 中学生 土 14：30～ 18：30
基礎中学　日曜専科 中学生 日 9：30～ 13：30

美術研究所専科には、以下のクラスを設置しています。
● クラスの詳細は「入塾案内」をご覧ください。
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入塾申込の流れ
受講開始までの流れは次のとおりです。

STEP

6 入塾ガイダンスに出席する� ※美術総合・京都市芸大専攻のみ
　4/8（土）に入塾ガイダンスを実施します。

● 専攻別に授業方針、年間カリキュラムなどの説明およびオリエンテーションを行います。日程と持参物は塾生マイページ内の 
「入塾ガイドブック」にてご確認ください。

● 入塾ガイダンス実施日以降に入塾された方への個別のガイダンスは行っておりません。初めて授業に出席される日の持参物
については、必ず河合塾美術研究所窓口☎（052）735-1596にてご確認ください。

STEP

7 受講開始

＊ 半額免除の対象となるのは、河合塾大学受験科の学籍番号をお持ちの方に限ります。先に大学受験科の入塾手続き
を済ませてから、河合塾美術研究所にお申し込みください。ご�注�意

STEP

2 クラス（専科）を決める

12ページ記載の設置クラスから入塾を希望されるクラスをお選びください。

● 授業料の半額免除について
2023年度河合塾大学受験科の塾生が、12ページの※印が付いた22クラスを並行して受講される場合には、河合塾美術研究
所の年間授業料が半額免除になります。

STEP

5 手続完了

● 入塾関係書類の確認（ダウンロード）　※入金確認後、1週間程度で郵送でもお届けします。
● 塾生マイページにログインする

STEP

3 入塾申込� 詳細は14ページ

※受講開始希望日の４日前までにお申し込みください。　※4月から入塾をご希望の方は、４/１（土）までにお申し込みください。

校舎窓口インターネット

STEP

4 学費の支払いをする� 詳細は15〜17ページ

入塾申込時に選択された以下の決済手段でお支払いください。

Pay-easy（ペイジー）コンビニエンスストアクレジットカード

【お申し込みのご本人・保護者等の皆様】
2022年4月1日の民法改正で成年年齢が引き下げとなりましたが、弊塾（（株）河合塾進学研究社含む）では
満18歳以上の方の入塾のお申し込みに際して、学費等をご負担いただく保護者等の方のご同意をいただきます。

STEP

1 「申込マイページ」にログインする

　過去に、美術研究所・河合塾の講習・模試のインターネット申込をされたことのある方は、　
　お持ちのログインⅠDまたはお客様ⅠDでお申し込みいただけます。

「申込マイページ」のご利用には、生徒ご本人のログインⅠＤの取得が必要です。
ログインⅠＤをお持ちでない方は、事前にログインⅠＤを取得いただくと、お手続きがスムーズに行えます。
ログインⅠＤはWebサイトの「お客様情報登録」から取得してください。
※ログインⅠＤを取得される際には、Web画面に表示される「個人情報保護に関する事項」をよく読み、同意のうえでお申し込みください。
※中学生の方は、保護者等の方の「氏名」、「個人情報保護に関する同意」が必要です。
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　　　入塾申込をするSTEP 3 2/13（月）12：00　受付開始

Pay-easy（ペイジー）コンビニエンスストアクレジットカード2
お申込内容をご確認のうえ、ご指定の決済手段で、
支払期限日までに初回学費をお支払いください。

※ 詳細は、17ページの「学費お支払い上の注意」をご覧ください。
※ 2023/３/31（金）までに進級申込をされた方（2022年度中学生・高1・2生）は、学費の支払方法が異なります。詳細は、別途ご案内いたします。

3
「入塾関係書類」をダウンロードし、手続完了後の流れをご確認ください。
申込マイページ内「各種ご案内ダウンロード」よりダウンロードできます。入塾関係書類は郵送でもお届けします

（入金確認後、1週間程度でお届け）。

5 入塾ガイダンスに出席してください。
※日程・持参物は塾生マイページ内の「入塾ガイドブック」にてご確認ください。

4 塾生マイページの登録をお願いします。

お申し込み上の注意
● 必ず保護者等の方の了承を得たうえでお申し込みください。
● 定員に達した講座は受付を締め切りますので、お早めにお申し込みください。
● 受講開始希望日の4日前までにお申し込みください。
● 授業料は受講開始月に応じて異なります（授業回数ではありません）。月の途中から受講を開始される場合でも、月の初めから受講する場合と同一の授業料になります。
● 2023年4月1日現在で35歳以上の方はご入塾いただけません。社会人の方で芸大・美大を志望されている方は、事前に講師との面接が必要になります。
● 4月から入塾をご希望の方は、４/１（土）までにお申し込みください。

1

お申し込みには、事前にログインⅠDの取得が必要です。

※お申し込みには、保護者等の方の「メールアドレス」の登録が必要です。

インターネット
申込

Webサイト「申込マイページ」にログイン後、「講座・コース・寮・認定テストを
申し込む」からご希望のクラスをお申し込みください。

※入塾金免除については、16ページをご覧ください。
※下記の「『個人情報の保護に関する事項』について」に同意されたうえでお申し込みください。

● 操作方法などのお問い合わせ
インターネットの操作方法は、Webサイトの「申込ご利用ガイド」をご確認ください。
なお、ご不明な点は、カスタマーセンターにお電話にてお問い合わせください。

カスタマーセンター　　　 0120-19
・
8-79

・
0　※おかけ間違いにご注意ください。

  受付時間  　12：00〜19：30
日曜・祝日および12/31（土）～ 1/3（火）は受付を行いません。
なお、３/19（日）、３/21（火・祝）、３/26（日）はお問い合わせいただけます。
※ⅠＰ電話からなど、一部ご利用になれない場合があります。
※ご利用開始直後および終了間際の時間帯は、お問い合わせが集中し、つながりにくいことがあります。ご了承ください。
※ カスタマーセンターでは、正確な応対と、対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

河合塾 インターネット申込河合塾　インターネット申込

以下のいずれかの方法で、受講開始希望日の4日前までにお申し込みください。

※ログインⅠDを取得される際には、Web画面に表示される「個人情報の保護に関する事項」をよく読み、同意のうえでお申し込みください。

窓口申込
美術研究所名古屋校の窓口でお申し込みになれます。
入塾に関するご相談も美術研究所名古屋校で承ります。

  受付時間  　10：00〜18：00
　　　　　　 ※5/3（水・祝）～ 5/5（金・祝）は受付を行いません。

美術研究所 名古屋校　　　　0120-591-109

入塾関係書類

「個人情報の保護に関する事項」について
①利用目的
　・お申し込み手続き、および確認の連絡
　・ 個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、および各種アンケートな

どによる資料作成協力の依頼
　・教材、時間割の送付など授業運営
　・ 学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡ほかクラス運営（入塾の場合）
　 なお、記入された「カナ氏名」「生年月日」などの項目を利用して、河合塾グループ

が主催する講習、模擬試験、イベントなどへのご参加の履歴情報と結びつけ、進学
や進路選定、および学校生活にお役に立つ情報の提供をはじめとする河合塾グルー
プからの各種ご案内や、進学後に登録できる河合塾同窓会（ALUMNI）のご案内を
させていただくこともございます。

②個人情報提供の任意性
　 個人情報の提供は任意です。ただし、提供されない個人情報がある場合、上記①の

利用目的に記載の諸手続きや処理、またサービス提供などに支障が生じる場合があ
ります。あらかじめご了承ください。

③個人情報の訂正・削除
　 個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申し出ください。速やかに必

要な手続きをお取りいたします。
④個人情報の共同利用
　 「個人情報の取り扱いに関する契約」を取り交わした河合塾グループ内の法人（教育

関連事業を営む学校法人と株式会社）が、河合塾グループからのご案内のため共同利
用します。共同利用する法人の範囲は河合塾グループホームページをご覧ください。

　www.kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

⑤個人情報の取り扱いの委託
　 個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グループ内の法人以外に委託する

場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、「個人情報
の取り扱いに関する契約」を取り交わすとともに適正な管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供
　 お客様がご自分以外の方の個人情報を河合塾グループに提供される際には、必ずそ

の方に、個人情報を提供すること、および提供される情報の利用目的についてご説
明になり、その方の同意を得たうえで、ご提供ください。

⑦中学生以下の方の個人情報の提供
　 ご本人が満14歳未満の方、もしくは幼児から中学生までのサービスで、個人情報を

河合塾グループに提供される際は、必ずその保護者等（法定代理人を含む）の方の
同意のもとでご提供ください。

⑧個人情報管理責任者
　学校法人　河合塾　顧客情報管理部長
⑨個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先  
　学校法人　河合塾　顧客情報管理部　　 　  0120-735-041  
　住所：名古屋市千種区今池2-1-10
　E-mail：kokyaku@kawai-juku.ac.jp
　受付時間：12:00～ 18:00
　　　　　　（日曜・祝日および12/31～ 1/3は受付を行いません）
＊ お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利用いたし

ます。
＊正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

河合塾グループは、お客様が記入された個人情報を厳重に取り扱い、
適正な個人情報の管理を実施します。
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● 下記は１クラスあたりの授業料です。
●  2023年4月から年度末までの相当額です（基礎中学クラスは2024年2月まで、基礎高1・2年クラスは2024年３月まで、それ以外

のクラスは2024年１月まで）。
● お支払いは、「一括払い」または「月払い」となります。「月払い」の「ご請求・お支払いスケジュール」は、17ページをご覧ください。
● 「月払い」の場合、月によってお支払い金額が異なります。（月ごとに授業週数が異なるため）

基礎専攻クラス 年間授業週数 年間授業料 月払い回数
基礎高１・２年　平日２日専科 33週 165,000円 11回
基礎高１・２年　平日３日専科 33週 229,350円 11回
基礎高１・２年　土曜専科 33週 224,400円 11回
基礎高１・２年　日曜専科 33週 224,400円 11回
基礎中学　土曜午前専科 32週 160,000円 10回
基礎中学　土曜午後専科 32週 160,000円 10回
基礎中学　日曜専科 32週 160,000円 10回

基礎専攻を除くすべてのクラス 年間授業週数 年間授業料 月払い回数
油絵専科　 30週 510,000円 9回
油絵高２専科 30週 510,000円 9回
油絵日曜専科　 26週 341,900円 9回
油絵高２日曜専科 26週 341,900円 9回
日本画専科　 30週 510,000円 9回
日本画高２専科 30週 510,000円 9回
日本画日曜専科　 26週 341,900円 9回
日本画高２日曜専科 26週 341,900円 9回
彫刻専科　 30週 510,000円 9回
彫刻高２専科 30週 510,000円 9回
彫刻日曜専科　 26週 341,900円 9回
彫刻高２日曜専科 26週 341,900円 9回
デザイン・工芸平日専科　 30週 480,000円 9回
デザイン・工芸日曜専科　 26週 341,900円 9回
デザイン・工芸基礎日曜専科 26週 341,900円 9回
デザイン・工芸基礎高２日曜専科 26週 341,900円 9回
総合専科 30週 478,500円 9回
京都市芸大専科 30週 478,500円 9回
総合平日専科 30週 375,000円 9回
京都市芸大平日専科 30週 375,000円 9回
総合日曜専科　 27週 341,550円 9回
京都市芸大日曜専科　 27週 341,550円 9回
京都市芸大高２日曜専科　 27週 341,550円 9回
建築（芸大系）日曜専科　 27週 351,000円 9回
建築（芸大系）高２日曜専科　 27週 351,000円 9回
建築（工学部系）日曜専科　 27週 351,000円 9回
建築（工学部系）高２日曜専科　 27週 351,000円 9回
芸術学日曜専科　 27週 351,000円 9回
芸術学高２日曜専科　 27週 351,000円 9回
メディア映像専科 30週 478,500円 9回
メディア映像高２専科 30週 478,500円 9回
メディア映像日曜専科 27週 341,550円 9回
メディア映像高２日曜専科 27週 341,550円 9回
映像土曜専科　 27週 333,450円 9回
映像高２土曜専科　 27週 333,450円 9回
名市大（芸術工学）土曜専科　 27週 255,150円 9回
名市大（芸術工学）高２土曜専科　 27週 255,150円 9回

学費とは、 入塾金 と 授業料 の合計額です。※学費には消費税を含みます。

STEP 4　　　学費の支払いをする

授業料

入塾金
入塾金から所定の金額が免除になります

16ページの入塾金免除対象者に該当する方は

33,000円
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Q　入塾金と授業料のほかに教材費や指導費がかかりますか？
A 教材費、学習指導費、進学指導費は、授業料に含まれています。

これらの費用については、追加でお支払いになることはありません。ただし、個人で使用する画材・教材および
美術館見学などの課外授業に関わる費用は含まれておりません。また、学費（入塾金＋授業料）には消費税が含
まれています。なお、入塾後に任意でお申し込みになる各講習の受講料などは、その都度別途お支払いください。

Q　学費の支払い方法は？
A 支払方法は「一括払い」または「月払い」となります。

「月払い」は月々の授業週数に応じて支払い額が変わります。
※支払いスケジュールは、17ページの「ご請求・お支払いスケジュール」をご覧ください。

Q　5月から受講する場合の学費は？
A 授業料は受講開始月に応じて異なります。

5月受講開始の場合は金額が異なります。河合塾美術研究所までお問い合わせください。月の途中から受講を開始
される場合でも、月の始めから受講する場合と同一の授業料になります。

河合塾被災者特別奨学制度
2023年度河合塾美術研究所専科入塾希望者で、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。
※河合塾校舎窓口でのみお手続きになれます。
※同じ自然災害による複数年適用はできません。

●Ⅰ 下記に該当する方は、入塾金の全額または半額が免除になります。入塾申込時に下記の必要書類をご用意ください。
　また、必要書類をお持ちでない場合はお申し出ください。

※K会、KAWAIJUKU English School、海外帰国生コース、河合塾KALS、トライデント、ドルトンスクール、日能研東海、日米英語学院、AGOS×K海外大進学プログラム、 
河合塾GRIT、河合塾One、アーネスト英語学院、メディカルラボ、エコール・ドゥ・アンファンに在籍の場合、インターネット申込では入塾金免除は適用されません。塾生証 
または会員証を持参のうえ、校舎窓口でお申し込みください。

入塾金免除対象者 2023
年度

2022
年度

2016～
2021年度 免除額 必要書類

など

●河合塾大学受験科生 ●高校グリーンコース生 ●現役生教室生
●MEPLO生 ●K-pro生 ●Ｋ会生
●小学・中学グリーンコース生 ●河合塾NEXT生 ●河合塾Wings生
●KAWAIJUKU English School生 ●海外帰国生コース生 ●AGOS×K海外大学進学プログラム生
●河合塾美術研究所（本科・専科）生 ●COSMO生 ●サポートコース生
●河合塾マナビス生 ●ドルトンスクール生 ●河合塾KALS生
●トライデント生 ●日能研東海生 ●日米英語学院生
●河合塾GRIT生 ●河合塾One受講生 ●アーネスト英語学院生
●メディカルラボ生 ●エコール・ドゥ・アンファン生

   ●※1 ● ● 全額
免除

塾生証
会員証
受領証
など

●講習受講生
●美術研究所通信教育受講生 ● ● －

16,500円

会員証
受講証

（時間割）
など●美術研究所こども美術教室受講生 － ● －

●河合塾実施の模試受験生    ●※2 ● － 受験票
個人成績表

● 入塾説明会や河合塾美術研究所実施の無料体験講座に参加された方※3

●美術研究所土曜ゼミ受講生 ● ● － －

●インターネットから入塾のお申し込みをされた方 －

※1　2023年度については、2023年度に退塾された方が、再度入塾す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　 入塾説明会や体験講座などのイベントで配付する所定用紙に必要事項をご記入いただいた方に限ります。

●Ⅱ 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。

入塾金免除対象者 免除額 必要書類
など

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 ●高校グリーンコース ●現役生教室
●MEPLO ●K-pro ●Ｋ会
●小学・中学グリーンコース ●河合塾NEXT ●河合塾Wings
●KAWAIJUKU English School ●海外帰国生コース ●河合塾美術研究所（本科・専科）
●COSMO ●サポートコース ●河合塾マナビス
●河合塾KALS ●ドルトンスクール ●トライデント
●日能研東海 ●日米英語学院 ●AGOS×K海外大進学プログラム
●河合塾GRIT ●河合塾One ●アーネスト英語学院
●メディカルラボ ●エコール・ドゥ・アンファン

10,000円

ご兄弟・
姉妹の
塾生証
または
受領証

など

※ 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。校舎窓口でお申し込みください。

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、●Ⅱのご兄弟・姉妹の在籍については、ご本人が 
上記●Ⅰの16,500円免除にも該当する場合、合計で入塾金から26,500円が免除になります。

● 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

入塾金免除について
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学費お支払い上の注意

２回目以降のお支払いについて
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
②受講講座の追加・変更による差額請求
③夏期講習、冬期・直前講習、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）
※ 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、決済手段の登録に関わらず、振込用紙で別途お支払いをお願いいたします（年度途中で変更になる場合があります）。
※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
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。
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。

　【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
・ 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）
・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の現金による払い込みや、休日夜間などご利用時間帯によっては手数料がかかる場合がございます。詳細はご利用になる金融機関に

お問合せください。

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、授業料は、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。
※ご請求・お支払いスケジュールは、一部変更となる場合があります。
　 ● クレジットカード

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。

　 ● 口座振替
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。

　 ● Pay-easy（ペイジー）
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。
※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

受講月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

精算日 2023/５/５（金・祝） 2023/６/５（月） 2023/７/５（水） 2023/８/５（土） 2023/９/５（火） 2023/10/５（木）

クレジットカード決済日 2023/５/８（月） 2023/６/８（木） 2023/７/８（土） 2023/８/８（火） 2023/９/８（金） 2023/10/８（日）

口座振替日または
Pay-easy支払い期限日 2023/５/29（月） 2023/６/27（火） 2023/７/27（木） 2023/８/28（月） 2023/９/27（水） 2023/10/27（金）

受講月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

精算日 2023/11/５（日） 2023/12/５（火） 2024/１/５（金） 2024/２/５（月） 2024/３/５（火） 2024/４/５（金）

クレジットカード決済日 2023/11/８（水） 2023/12/８（金） 2024/１/８（月・祝） 2024/２/８（木） 2024/３/８（金） 2024/４/８（月）

口座振替日または
Pay-easy支払い期限日 2023/11/27（月） 2023/12/27（水） 2024/１/29（月） 2024/２/27（火） 2024/３/27（水） 2024/４/30（火）
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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
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。

● 模試の割引受験
　 河合塾が実施する模試を塾生割引料金で受験できます（高3・高

卒生のみ）。
　※ 在籍高校を通して全統模試をお申し込みになる際は、学校の先

生の指示に従ってください。
　※ 各模試には申込期間がありますのでご注意ください。入塾申込の

時期によっては、特典としてご利用になれない場合があります。

● 講習の塾生割引料金の適用
　 2023年度夏期、冬期・直前講習が塾生割引料金で受講できます。
　※申込方法などの詳細は、各講習の受付開始前にご案内します。

●  河合塾美術研究所発行の出版物の進呈
　 指導スタッフ執筆による実技学習参考書「WARM UP！」と過去

の入試問題を掲載した「美術系大学入試資料集」を進呈します。

●  進学情報誌の無料配付
　 「栄冠めざして」「栄冠めざしてJunior」など河合塾の進学情報誌

を年間を通して無料で配付します。

●  カルトンバッグの進呈
　 河合塾美術研究所（名古屋）オリジナルのカルトンバッグを進呈

します。※なくなり次第終了とさせていただきます。

■学生会館
河合塾美術研究所では、遠方から入塾される方に、安心で快適な 
学生会館を紹介しています。ご希望の方は、入館案内書・申込書を
河合塾美術研究所までご請求ください。

■各種イベントについて
入塾期には、最新の大学入試情報を持ち塾生指導に精通した河合塾
スタッフによる「入塾説明会」を行います。また、美術系大学・ 
美術系高校進学に興味をお持ちの方を対象に、年間を通して「無料
体験講座」の実施を予定しています。
詳細につきましては、お問い合わせください。

イベント参加特典
「入塾説明会」、「体験講座」にご参加いただくと、入塾金33,000円
のうち16,500円が免除になります。

（特典の適用には、会場で配付する所定用紙への必要事項のご記入が
必要です。また他の入塾金免除特典との併用に関しては、16ページを
ご覧ください。）

● 「塾生の特典」は、受講開始月以降に利用できます。
 以下は4月受講開始の場合の特典です。受講開始月によって、特典の内容が一部異なります。利用方法などは美術研究所窓口へお問
い合わせください。
※途中退塾された場合は、退塾月の末日で「塾生の特典」は無効となります。

塾生の特典ほか

●学費について
１．「学費」は、「入塾金」・「授業料」をいい、消費税を含みます。
２．「入塾金」は、入塾申込時にお支払いください。
３． 「授業料」は、講座受講費のほかに学習指導費・教材費などの費

用を含みます。
４．「学費」は、お申し込みされた受講年度の料金です。
　　申込講座の受講期間は、2024年3月末までです。

●学費の支払方法・決済手段について
学費の支払方法は、「月払い（分割払い）」または「一括払い」です。
お申し込みの都度、「月払い（分割払い）」または「一括払い」を選択
していただきます。

「月払い（分割払い）」と「一括払い」の学費の総額は同額です。
【月払い】
　・お申し込み時の支払い額
　　 「入塾金」と「申込クラスの授業料（初月分）」の合計額をお支払

いください。
　　 決済手段は、「クレジットカード」、「コンビニエンスストア」ま

たは「Pay-easy（ペイジー）」です。
　・２回目以降の支払い額
　　 受講月分の授業料をお支払いください。
　　※ 決済手段は、「クレジットカード」、「口座振替（銀行口座から

の引き落とし）」または「Pay-easy（ペイジー）」です。
【一括払い】
　・お申し込み時の支払い額
　　 お申し込み時に「入塾金」と、「申込クラスの授業料」の合計額

をお支払いください。
　　 決済手段は、「クレジットカード」、「コンビニエンスストア」ま

たは「Pay-easy（ペイジー）」です。
　・２回目以降の支払い額
　　 追加変更申込で一括払いを選択した場合は、申込クラスの授業料

をお支払いください。
　　※ 決済手段は、「クレジットカード」、「口座振替（銀行口座から

の引き落とし）」または「Pay-easy（ペイジー）」です。
　・ 「クレジットカード」をご選択された場合は、当該月の翌月８日

に決済します。
　　 何らかの理由により決済が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を行います。ご契約のカー
ド会社により支払日（引き落とし日）が異なります。

・ 「口座振替」を選択された場合は、当該月の翌月27日（金融機関休
業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。

・ 「Pay-easy（ペイジー）」をご選択された場合は、当該月の翌月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。

年度途中でのクレジットカード・口座振替用の銀行口座情報の変更や
決済手段の変更は可能です。
学費等の支払いが滞った場合は、学費お支払いの督促文を郵送するこ
とがあります。さらに、授業の受講や追加・変更のお申し込み、講習
のお申し込みをお断りします。また、滞納期間が支払期限日から１カ
月を越えますと退塾となります。

●退塾について
１． 年度の途中で退塾を希望される場合は、所属校舎窓口に相談のう

え、退塾希望月末の4日前までに所定の「退塾届」を所属校舎窓
口にご提出ください。なお、退塾月をもって、在籍時に利用でき
るすべての権利は消滅します。

２． 「授業料」は、「退塾月」までの授業料をお支払いください。

●受講クラスの追加・一部取りやめについて
１． 受講クラスの追加・一部取りやめは、可能です。受講開始希望月

の４日前までにお手続きください。
　　 授業料に差額が生じる場合は、差額分をお支払いになるか、また

は返金もしくは受講クラスの支払い手続きを中止し、精算いたし
ます。返金が発生する場合の返金方法は銀行振込となり、都度、
返金口座の登録が必要です。手続き翌月の８日前後にご登録いた
だいたメールあてにご案内します。

2． すべての受講クラスを取りやめる場合は、退塾の扱いとなります
（上記「●退塾について」参照）。

●学費以外にかかる費用
１． 講習（春期講習、夏期講習、冬期・直前講習等）の受講料は別途

お支払いください。

●外部委託について
１． 学費の決済はSMBC GMO PAYMENT株式会社、返金業務は

ウェルネット株式会社に委託しております。

学校法人　河合塾
� （2023年1月現在）

学費規定 詳細は、塾生専用サイト［塾生マイページ］内の「美術研究所
専科受付ガイド 保護者等用」でご確認ください。



お友達・先輩・後輩 紹介キャンペーン
2023年度または2022年度の河合塾生の紹介で、「お友達・先輩・後輩」が
美術研究所に入塾されると、紹介する方と紹介される方双方に

図書カードネットギフト2,000円分プレゼント！

キャンペー
ン❷

※一部、図書カードもあります。

お友達と一緒に入塾！キャンペーン
これから美術研究所に入塾をお考えの方が、「お友達・先輩・後輩」と一緒に
入塾されると、双方に

図書カードネットギフト2,000円分プレゼント！

キャンペー
ン❶

※一部、図書カードもあります。

申込後に適用させることはできません。
詳しくは校舎までお問い合わせください。

（学）河合塾 美術系進学コース


