
UKPLUS Osaka 
Fees 2023   

*新規ご入学の方は初回ご登録時に12週からのご登録となります。次回継続からは4週間からのお支払が可能となります。 

ジェネラル ジェネラル IELTS

英語 1時間当 英語 1時間当 LIFE 1時間当

3時間 (A ) 2時間 (B) 3hrs(C )

週合計 ¥31750 ¥2646 ¥21500 ¥2688 ¥35400 ¥2950

税込 ¥34925 ¥2910 ¥23650 ¥2956 ¥38940 ¥3245

週合計 ¥62750 ¥2615 ¥42000 ¥2625 ¥69600 ¥2900

税込 ¥69025 ¥2876 ¥46200 ¥2888 ¥76560 ¥3190

週合計 ¥91500 ¥2542 ¥62500 ¥2604 ¥102600 ¥2850

税込 ¥100650 ¥2796 ¥68750 ¥2865 ¥112860 ¥3135

週合計 ¥120500 ¥2510 ¥81000 ¥2531 ¥134400 ¥2800

税込 ¥132550 ¥2761 ¥89100 ¥2784 ¥147840 ¥3080

週合計 ¥148500 ¥2475 ¥99500 ¥2488 ¥165000 ¥2750

税込 ¥163350 ¥2723 ¥109450 ¥2736 ¥181500 ¥3025

週合計 ¥174250 ¥2420 ¥116500 ¥2427 ¥194400 ¥2700

税込 ¥191675 ¥2662 ¥128150 ¥2670 ¥213840 ¥2970

週合計 ¥198500 ¥2363 ¥132500 ¥2366 ¥222600 ¥2650

税込 ¥218350 ¥2599 ¥145750 ¥2603 ¥244860 ¥2915

週合計 ¥221500 ¥2307 ¥149000 ¥2328 ¥249600 ¥2600

税込 ¥243650 ¥2538 ¥163900 ¥2561 ¥274560 ¥2860

週合計 ¥296500 ¥2246 ¥197500 ¥2244 ¥330000 ¥2500

税込 ¥326150 ¥2471 ¥217250 ¥2469 ¥363000 ¥2750
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上記以外の週数で申し込まれる際の料金について 

(例) 

7週分受講をお申込みされる生徒様は、料金表の4週合計の１時間単位価格をもとに、受講期間分お支払いただきます。 

13週分受講をお申込みされる生徒様は、料金表の12週合計の１時間単位価格をもとに、受講期間分お支払いただきます。 

23週分受講をお申込みされる生徒様は、料金表の20週合計の１時間単位価格をもとに、受講期間分お支払いただきます。 

上記の通り, 1時間単位価格は受講期間週によって決まり, 表に示しています週合計に満たない場合は,１時間単位価格は次の合計週へ繰り上がりません。 

初めて入学される方                 入学金 ¥33,000 
＊再登録料  ￥11,000 (Group Lessonのお申込みをしない期間が年間3回以上ある場合,または1年以上2年以内のお休みがある方） 

＊再登録料  ￥22,000 (2以上3年以内のお休み期間がある方） 

＊再登録料  ￥33,000 (3年以上のお休み期間がある方） 

  UKPLUS Osaka 

A better life through English 



Private lessons / プライベートレッスン 

上段(税抜)、下段(税込) 

人数 40分 60分 12 x 60分 1時間当 16 x 60分 1時間当 32 x 60分 1時間当 50 x 60分 1時間当

¥8,500 ¥12,750 ¥144,000 ¥12,000 ¥180,000 ¥11,250 ¥336,000 ¥10,500 ¥475,000 ¥9,500

¥9,350 ¥14,025 ¥158,400 ¥13,200 ¥198,000 ¥12,375 ¥369,600 ¥11,550 ¥522,500 ¥10,450

¥12,000 ¥15,000 ¥171,000 ¥14,250 ¥208,000 ¥13,000 ¥392,000 ¥12,250 ¥575,000 ¥11,500

¥13,200 ¥16,500 ¥188,100 ¥15,675 ¥228,800 ¥14,300 ¥431,200 ¥13,475 ¥632,500 ¥12,650

¥14,500 ¥18,000 ¥204,000 ¥17,000 ¥256,000 ¥16,000 ¥464,000 ¥14,500 ¥700,000 ¥14,000

¥15,950 ¥19,800 ¥224,400 ¥18,700 ¥281,600 ¥17,600 ¥510,400 ¥15,950 ¥770,000 ¥15,400
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3~  

以上のレッスン回数はあくまでも一例です。受講回数をご自由にお選びいただけます。 

（例） 60x17時間 60 x 16時間の単価で計算します。 

12,375 x 17 = 210,375円(税込) 

プライベートレッスンは、申込まれた期間内にすべてのレッスンを受講してください。 

申込まれた期間以降へ持ち越すことは致しかねます。 

 

   

*セミプライベートレッスン 
記載の金額は合計金額となります。 

お一人お休みされた場合も消化扱いとなります。 

 

 

**Closed Group Lesson  
お知り合いの方々のみでグループレッスンを希望される場合 

希望のスケジュールでご友人同士や会社のメンバーのみでグループクラスを3~から受講可能です。 

スケジュールも比較的自由に設定頂けます。 

参加者の一部が参加できない場合も消化扱いとなります。 

全員での日程変更はルールの範囲内で可能です。 

5名以上の場合はお一人様追加につき1時間あたり、3,300円（税込）が加算されます。 

 

初めて入学される方                 入学金 ¥33,000 
＊再登録料  ￥11,000 (Group Lessonのお申込みをしない期間が年間3回以上ある場合,または1年以上2年以内のお休みがある方） 

＊再登録料  ￥22,000 (2以上3年以内のお休み期間がある方） 

＊再登録料  ￥33,000 (3年以上のお休み期間がある方） 

  UKPLUS Osaka 

A better life through English 

 


