
講座名 期間（回） 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
入学金 各種割引 定員 お申込

2023年春学期　3月4日～5月27日（全12回） 土 13:00-17:00
2023年春学期　3月5日～5月28日（全12回） 日 13:00-17:00
2023年春学期　3月6日～5月29日（全12回） 月 10:30-14:30
2023年秋学期　7月29日~10月14日（全10回) 土 13:00-17:00
2023年秋学期　7月30日~10月15日（全10回） 日 13:00-17:00
2023年秋学期　7月31日~10月16日（全10回） 月 10:30-14:30
2023年冬学期　11月11日~2024年1月13日[12/30休]（全9
回）

土 13:00-17:00

2023年冬学期　11月12日~2024年1月14日[12/31休]（全9
回）

日 13:00-17:00

2023年冬学期　11月13日~2024年1月15日[1/1休]（全9回） 月 10:30-14:30

2023年春学期　3月4日～5月27日（全12回）
2023年秋学期　7月22日~10月14日（全11回)
2023年冬学期　11月11日~2024年1月13日[12/30休]（全9
回）

土 13:00-17:00

2023年春学期　3月5日～5月28日（全12回）
2023年秋学期　7月23日~10月15日（全11回）
2023年冬学期　11月12日~2024年1月14日[12/31休]（全9
回）

日 13:00-17:00

2023年春学期　3月6日～5月29日（全12回）
2023年秋学期　7月24日~10月16日（全11回）
2023年冬学期　11月13日~2024年1月15日[1/1休]（全9回）

月 10:30-14:30

講座名 期間（回） 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
入学金 各種割引 定員 お申込

2023年春学期　4月21日～7月1日[5/6は休]（全10回） 土
17:30～20:00(人
数によって変動)

85,000

同講座2年目（4ターム目）か
らリピーター割（10%引）、
合格割（30%引）、聴講割
（30％引）＊最も割引率の高
いもの１つを適用（他の割引
キャンペーンとの併用不可）

各クラス
7名

2023年春学期　4月22日～7月2日[5/7は休]（全10回） 日
14:00～16:30(人
数によって変動)

2023年秋学期　９月２日～11月4日（全10回） 土
17:30～20:00(人
数によって変動)

85,000

2023年秋学期 9月3日～11月4日[最終回のみ11/4(土)17時]
（全10回）

日
14:00～16:30(人
数によって変動)

2023年冬学期　12月9日（土）～2024年2月17日[12/30は休]
（全10回）

土
17:30～20:00(人
数によって変動)

85,000
11月25日まで：全額免除
11月26日～12月1日まで：1.1万円
12月2日以降：2.2万円

2023年冬学期 12月10日～2月17日[12/31は休、最終回のみ
2/17土]（全10回）

日
14:00～16:30(人
数によって変動)

講座名 期間（回） 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
入学金 各種割引 定員 お申込

英検準1級対策講座（春学期）
（キャンペーン適用）

2023年春学期 4月14日～6月16日[5/5, 6/9は休]（全８回） 金 18:30～21:00 60,000
3月8日まで：全額免除
3月9日～4月6日まで：1.1万円
4月7日以降：2.2万円

英検準1級対策講座（秋学期） 2023年秋学期 8月18日～10月6日（全８回） 金 18:30～21:00 60,000
7月18日まで：全額免除
7月19日～8月10日まで：1.1万円
8月11日以降：2.2万円

英検準1級対策講座（冬学期）
2023年冬学期 11月10日～1月19日[12/1, 12/29, 1/5は休]
（全８回）

金 18:30～21:00 60,000
10月10日まで：全額免除
10月11日～11月2日まで：1.1万円
11月3日以降：2.2万円

英検準1級対策講座（通年） 2023年春学期 4月14日～6月16日[5/5, 6/9は休]（全８回） 金 18:30～21:00 160,000
3月8日まで：全額免除
3月9日～4月6日まで：1.1万円
4月7日以降：2.2万円

英検準１級対策講座
（プライベート）

1，3，5，8回 2時間

1回￥16,000(税込)
3回￥46,000(税込)
5回￥75,000(税込)
8回￥116,000(税込)

1名

英検準1級対策講座
（セミプライベート）

8回 2.5時間
￥72,000(税込)

3名

講座名 期間（回） 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
入学金 各種割引 定員 お申込

国連英検特A級突破＆
世界情勢講座

2023年春学期 　2月12日～5月21日[4/30は休](全14回) 日

13:30-17:10（世
界情勢回のみ

13:30-16:30＋二
次対策16:30-

17:10）

120,000
1月５日まで：全額免除

1月６日～1月28日まで：1.1万円
1月29日以降：2.2万円

国連英検特A級突破＆
世界情勢講座

2023年秋学期 7月16日～10月29日[8/13は休](全14回) 日

13:30-17:10（世
界情勢回のみ

13:30-16:30＋二
次対策16:30-

17:10）

120,000
6月15日まで：全額免除

6月16日～7月8日まで：1.1万円
7月9日以降：2.2万円

国連英検特A級突破＆
世界情勢講座（通年）

2023年通年コース（全28回）
2月12日～5月21日[4/30は休]（14回）
7月16日～10月15日[8/13は休]（14回）

日

13:30-17:10（世
界情勢回のみ

13:30-16:30＋二
次対策16:30-

17:10）

215,000
1月５日まで：全額免除

1月６日～1月28日まで：1.1万円
1月29日以降：2.2万円

講座名 期間（回） 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
早期割引(入学金規定） 各種割引 定員 お申込

2023年春学期 2月16日～6月1日[5/4木祝は休](全15回） 木 12:30-15:30 125,000
2023年春学期 2月19日～6月4日[5/7日は休]（全15回） 日 10:15-13:00 125,000

2023年秋学期 7月13日～11月2日[8/3, 8/10は休]（全15回） 木 12:30-15:30 125,000

2023年秋学期 7月16日～11月5日[8/6, 8/13は休]（全15回） 日 10:15-13:00 125,000

2023年春学期 2月9日～5月25日[5/4木祝は休](全15回）
2023年秋学期 7月13日～11月2日[8/3, 8/10は休]（全15回）

木 12:30-15:30 225,000

2023年春学期 2月12日～5月28日[5/7日は休]（全15回）
2023年秋学期 7月16日～11月5日[8/6, 8/13は休]（全15回）

日 10:15-13:00 225,000

講座名 期間（回） 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
入学金 各種割引 定員 お申込

アスパイア各講座・セミナー日程＆料金表（2023年度）ver.05 (4.26更新）

1

英検1級突破集中対策講座
（春学期）

（キャンペーン適用）

100,000
1月末日まで：全額免除

2月1日～2月24日まで：1.1万円
2月25日以降：2.2万円

同講座2年目（4ターム目）か
らリピーター割（10%引）、
合格割（30%引）、聴講割

（20％引）＊最も割引率の高
いもの１つを適用（他の割引

との併用不可）

各クラス
12名

お申込フォーム

英検1級突破集中対策講座
（秋学期）

82,000
6月21日まで：全額免除

6月22日～7月15日まで：1.1万円
7月15日以降：2.2万円

英検1級突破集中対策講座
（冬学期）

75,000
10月4日まで：全額免除

10月5日～10月27日まで：1.1万円
10月28日以降：2.2万円

英検1級突破集中対策講座
（通年）

240,000
1月末日まで：全額免除

2月1日～2月24日まで：1.1万円
2月25日以降：2.2万円

2

英検1級2次試験突破
＆社会問題ディスカッション力

UP集中講座（春学期）
（キャンペーン適用）

3月15日まで：全額免除
3月16日～4月7日まで：1.1万円

４月8日以降：2.2万円

お申込フォーム英検1級2次試験突破
＆社会問題ディスカッション力

UP集中講座（秋学期）

8月2日まで：全額免除
8月3日～8月25日まで：1.1万円

8月26日以降：2.2万円

英検1級2次試験突破
＆社会問題ディスカッション力

UP集中講座（冬学期）

3

同講座2年目（4ターム目）か
らリピーター割（10%引）、
合格割（30%引）、聴講割

（20％引）＊最も割引率の高
いもの１つを適用（他の割引
キャンペーンとの併用不可）

各クラス
10名

お申込フォーム

4

同講座2年目（3ターム目）か
らリピーター割（10%引）、
合格割（30%引）、聴講割

（20％引）＊最も割引率の高
いもの１つを適用（他の割引
キャンペーンとの併用不可）

各クラス
10名

お申込フォーム

5

技術英検プロフェッショナル突
破講座（春学期）

1月9日まで：全額免除
1月10日～2月1日まで：1.1万円

同講座2年目（3ターム目）か
らリピーター割（10%引）、
合格割（30%引）、聴講割

（30％引）＊最も割引率の高
いもの１つを適用（他の割引
キャンペーンとの併用不可） 各クラス

7名
お申込フォーム

技術英検プロフェッショナル突
破講座（秋学期）

10月2日まで：全額免除
10月3日～10月25日まで：1.1万円

10月26日以降：2.2万円

技術英検プロフェッショナル突
破講座（通年）

1月9日まで：全額免除
1月10日～2月1日まで：1.1万円

2月2日以降：2.2万円
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6 通訳案内士二次試験直前対策講
座（秋学期）

2023年秋学期 9月16日～12月9日 [9/23は休]
（全10回）

土
13:30～16:00

[16:30(人数によ
り変動します)]

80,000
8月16日まで：全額免除
8月17日～9月8日まで：1.1万円
9月9日以降：2.2万円

7名 お申込フォーム

7 通訳案内士パーフェクトプログ
ラム

1.2023年度通訳案内士2次対策講座「秋学期」全10回
（2023年秋学期 9月16日～12月9日 [9/23は休]）
2.「邦文4教科対策講座」
3.「通訳案内士実践研修」:座学＆京都＆大阪&奈良ツアー
4.「通訳案内士二次試験突破講座のセット」
（２から４はEラーニング：受講期間8か月間）

土
13:30～16:00

[16:30(人数によ
り変動します)]

定価 ￥272,000→
キャンペーン価格￥209,000  さらに7月末ま
でのお申込み限定！割引価格で￥200,000(税

込)

8月16日まで：全額免除
8月17日～9月8日まで：1.1万円
9月9日以降：2.2万円

7名 お申込フォーム

講座名 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
入学金 各種割引 定員 お申込

IELTS 5.5-6.5-7.5 突破完全対策
プログラム（グループ）

2023年 ８月24日～12月7日 [11/23は休]
（全15回）

木 18:30～21:00
￥125,00

→キャンペーン￥112,500

7月24日まで：全額免除
7月25日～8月16日まで：1.1万円
8月17日以降：2.2万円

6名

IELTS 6.5-7.5 突破完全対策プロ
グラム（セミプライベート）

　10回 1回2.5時間
￥120,000

→キャンペーン￥110,000
￥22,000→キャンペーン￥11,000 3名

IELTS 6.5-7.5 突破完全対策プロ
グラム（プライベート）(ライ
ティングコース/スピーキング
コース）

5回、10回、20回 1回2時間
5回￥140,000→キャンペーン￥100,000
10回￥240,000→キャンペーン￥170,000
20回￥440,000→キャンペーン￥320,000

￥22,000→キャンペーン￥11,000 メルボルン、シンガポール 1名

講座名 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
入学金 各種割引 定員 お申込

10
米国一流大学院合格GRE高得点
取得プライベートレッスン 5回、10回、20回

プライベート
レッスン（1回
2時間）

5回 ¥100,000 →キャンペーン￥90,000
10回 ¥180,000→キャンペーン￥160,000
20回 ¥330,000 →キャンペーン￥300,000

￥22,000→キャンペーン￥11,000 1名 お申込フォーム

11
米国一流大学院合格GMAT高得
点取得プライベートレッスン 5回、10回、20回

1回 2時間
5回 ¥100,000 →キャンペーン￥90,000
10回 ¥180,000→キャンペーン￥160,000
20回 ¥330,000 →キャンペーン￥300,000

￥22,000→キャンペーン￥11,000 1名 お申込フォーム

12
留学抱負文 [Statement of
Purpose] 作成指導＆リライト
プライベートレッスン

第1回：インタビューしながら抱負文の内容を決定（60分）
第2回：作成した英文抱負文の添削レッスン（90分）
第3回：リライト抱負文の添削レッスン（90分）
レッスン後さらにそれを洗練された強い英文に講師がリライ
ト！

60分×1回＆
90分×2回

Statement of Purpose作成指導レッスン３
回＋リライト（スタンダードコース）
￥80,000→キャンペーン ¥70,000
Statement of Purpose作成指導レッスン3回
＋リライト（3000万円の奨学金を狙うコー
ス）￥110,000
 →キャンペーン¥100,000
１校追加ごとに（上記金額にプラス）
 ¥15,000→キャンペーン￥10,000
推薦文の英文添削は1通につき追加料金
￥25,000→キャンペーン ¥20,000

￥22,000→キャンペーン￥11,000 1名 お申込フォーム

13
タームペーパー・修士論文・博
士論文ライティング指導&サポー
ト(プライベートレッスン)

プライベートレッスン
■Term Paper（1000 / 2000 / 4000 words )
■修士論文　10,000 words

■Term Paper
1000 words ¥40,000
→キャンペーン￥20,000
2000 words ¥80,000
→キャンペーン￥40,000
4000 words ¥150,000
 →キャンペーン￥80,000
■修士論文　10,000 words ¥500,000
→キャンペーン￥¥250,000～￥300,000

￥22,000→キャンペーン￥11,000 お申込フォーム

講座名 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
入学金 各種割引 定員 お申込

TOEIC900点突破 ＆ 800点突破
短期集中セミプライベートレッ
スン

【セミプライベート レッスン日程】(3名まで、2.5時間）
秋学期 2023年9月16日～11月25日（10回）
春学期 2024年4月6日～6月15日（10回）

土 10：00～12:30
￥100,000

→キャンペーン￥90,000
￥22,000→キャンペーン￥11,000 3名 お申込フォーム

TOEIC900点突破 ＆ 800点突破
短期集中プライベートレッスン 5回、10回、20回 2時間

5回 ￥90,000→キャンペーン ￥80,000
10回 ￥180,000→キャンペーン  ￥150,000
20回 ￥310,000→キャンペーン  ￥280,000

￥22,000→キャンペーン￥11,000 1名 お申込フォーム

TOEIC Speaking160-180点突破
＆ Writing 170-190点突破短期集
中プライベートレッスン

5回、10回、20回 2時間

5回 ￥90,000→キャンペーン ￥80,000
10回 ￥180,000→キャンペーン  ￥150,000
20回 ￥310,000→キャンペーン  ￥280,000

￥22,000→キャンペーン￥11,000 1名 お申込フォーム

講座名 期間（回） 曜日 時間
受講料（クラスマテ教材費、自主学習補助E

ラーニング講座費、tax込）
早期割引(入学金規定） 各種割引 定員 お申込

15 特別セミナー『世界情勢＆英字
誌セミナー（全8回）』

2023年2月12日（日）、3月5日（日）、4月9日（日）、5月
14日（日）、7月16日（日）、8月6日（日）、9月17日
（日）、10月15日（日）

日 13:30-16:30 45,000 入学金なし なし お申込フォーム

講座名 期間（回） 曜日 時間 各種割引 定員

16
特別レッスン『洋画で語彙・イ
ディオム力＆リスニング力UP

（全10回）』

2023年4月24日、5月1日、5月15日、5月22日、5月29日、8
月21日、8月28日、9月4日、9月11日、9月18日まで全10回

月 15:00-16:00 ￥30,000→キャンペーン ￥20,000 なし お申込フォーム

8 お申込フォーム
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