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千里中央校 ・豊中校 ・箕面船場阪大前校 ・枚方市駅前校・京橋駅前校 ・住道駅前校 ・あべの校・堺東校

校舎訪問予約はコチラ
期間限定入会特典 実施中 夏の１日体験／特別無料講習受付中

一人ひとりの志望校　一人ひとりの受かり方

現役大学合格を目指すなら河合塾マナビス
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6 京都大学 教育学部
中道 柚那さん（関西創価高校）

5 大阪大学 文学部
新熊 よしかさん（大手前高校）

4 慶應義塾大学 経済学部
星賀 将太郎さん（桜塚高校）

3 神戸市外国語大学 外国語学部
澤井 凜さん（寝屋川高校）

11 神戸大学 経営学部
佐藤 辰彦さん（大手前高校）

10 関西大学 商学部
藤原 秀英さん（牧野高校）

9 同志社大学 文学部
森 陽茉里さん（豊中高校）

8 関西学院大学 商学部
劉 春雨さん（住吉高校）

7 同志社大学 経済学部
城戸 一さん（池田高校）

27 立命館大学 経営学部
鈴木 裕也さん（箕面高校）

26 大阪大学 人間科学部
中西 姫暖さん（四條畷高校）

22 関西学院大学 商学部
西村 勇飛さん（池田高校）

21関西学院大学 総合政策学部
村田 滉さん（北千里高校）

20 大阪公立大学 現代システム科学域
松下 元気さん（市岡高校）

19 大阪公立大学 生活科学部
安井 桃花さん（三国丘高校）

18 立命館大学 情報理工学部
春日 一太さん（寝屋川高校）
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25 立命館大学 産業社会学部
黒田 梨花さん（池田高校）

24 関西大学 総合情報学部
乾 匠弥さん（大阪市立高校）

23 大阪公立大学 文学部
山本 有希さん（泉陽高校）

13 関西大学 商学部
矢地 純佳さん（八尾高校）

12 同志社大学 文学部
上杉 優奈さん（牧野高校）

2 同志社大学 生命医科学部
秋丸 虎太郎さん（北千里高校）

1 立命館大学 政策科学部
下村 日菜多さん（初芝富田林高校）

夏期特別無料講習も先着受付中

17 大阪大学 工学部
後藤 晴人さん（四條畷高校）

16 神戸大学 法学部
川口 藍佳さん（四條畷高校）

15 同志社大学 商学部
角野 匠さん（箕面高校）

14 大阪教育大学 教育学部
森 日菜乃さん（大手前高校）
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【卒業生アシスタント多数在籍】
枚方T-SITE

ニッペパーク
岡東中央
ニッペパーク
岡東中央

072-894-8080
京阪本線・交野線 枚方市駅 南口・⑨番出口から徒歩2分
現代枚方駅前ビル4F （1Fファミリーマート・サンマルクカフェ）

枚方市駅前校

072-734-7755

堺　東　校

北大阪急行  千里中央駅から徒歩１分
大阪モノレール  千里中央駅から徒歩５分
千里ライフサイエンスセンター 14F

阪急宝塚線 豊中駅 北改札を出て⑨番出口から徒歩3分
グロウ豊中ビル4Ｆ （２F：河合塾現役生教室の上）

06-6151-268206-6873-7210

電機

SENRITO よみうり

通塾に便利なお近くのマナビス校舎をお選びください

阪急バス　新船場南橋から徒歩3分
北大阪急行　千里中央駅から徒歩17分

箕面船場阪大前校

千里中央校
【最高品質の学習環境を誇る】

【日本一、阪大に近い塾】

【多くの阪大生がフォローします】

【質問対応（特に英語）に強い塾】 【理系教科指導が特に強い校舎】 【三国丘生・泉陽生に強い合格実績】

豊　中　校

ＪＲ学研都市線 住道駅 北口徒歩1分
大東サンメイツ二番館3F

072-800-3211 （2階ドトール、Seria）
大東サンメイツ二番館3階
（2階ドトール、Seria）

 N

学研都市線

末広
公園

至京橋

寝屋川
恩智川

北口北口
住道駅

大東サンメイツ二番館3階
住道駅前校

住道駅前校

072-247-8105
南海高野線 堺東駅から徒歩5分
銀泉堺東第二ビル２F

天王寺駅、大阪阿部野橋駅、阿倍野駅から徒歩2分
AITビル3F

06-4703-3813

あ べ の 校

2023年度開業予定

TSUTAYA

大阪メトロ天王寺駅

★夏休み期間中は開校時間を変更する校舎がございます。

高１・２・３生 中3生（中高一貫校）

箕面船場阪大前校

募 

集 
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【ベテランアドバイザーが指導】 大
阪
メ
ト
ロ 

京
橋
駅

大阪メトロ
長堀鶴見緑地線

京阪・JR・大阪メトロ 京橋駅から徒歩1分 
三井住友銀行京阪京橋ビル5F

06-6136-1557

京橋駅前校
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両立できるから頑張れる

 

自分の予定に合わせられるので、部活をやっていても安心!

自分のペースで
伸ばせる映像授業

学習サポート

［マナビス生の一週間］（イメージ）

相談できるからモチベーションが向上
学校や部活が休みの日だけ通塾もOK
校舎に寄れなくても自宅受講が可能

自分の所属している部活はほとんど休みもなく、自分で予定を立て
ることのできる河合塾マナビスに入会したことによって部活をしな
がらでも自分の出来る最大限の努力をすることができました。

大阪公立大に
合格したYくん
高２入会

受験生の支持率抜群！河合塾トップ講師陣の映像授業と
全国の入試問題を分析したオリジナルテキストで無駄なく勉強。
約1000講座のラインアップだから本当に自分に合った講座が見つかる。

                       受験指導のプロである河合塾マナビスのアドバイザーが
一人ひとりに合った学習プランを提示します。一人ひとりの成績を分析して、
                                合格への学習計画や授業の理解をサポートします。

映像授業なら

振替受講が
できる！

学習サポート付き映像授業だから分かる・伸びる・頑張れる

２２２２ 高1・2・３生、中3生（中高一貫校）対  象

夏期特別無料講習（２週間体験）

★お申込日によって受講できる講座数が異なります。
★講座のラインアップはHPにてご確認ください。
★受講期間は、お申し込みから２週間となります。

８月２２日（月）まで ２講座
８月１日（月）まで ３講座
７月１８日（月）まで ４講座

申 込 日 講座数

夏のマナビス1日無料体験会

体験講座
の選定

アドバイザーがあなたにピッタリな
講座をご提案します。

体験受講
映像授業を体験していただきます。
授業後習得度の確認や質問も
受け付けします。

学力診断テスト
の実施 ※模試の成績表などがありましたらご持参ください。

約1000講座の中から
希望の講座を体験可能

現在の学力や状況を正確に把握するために
各教科のテストを実施します。

夏
の
体
験
会

パ
タ
ー
ン

早期申込が
オススメ！！

期間中ご入会いただいた方に嬉しい特典があります。

5,500 11,000 16,500 無料が円+円 円 = に!!
入会時
事　務
手数料

学習
サポート料
2ヶ月分

対 象期 間 ６月３日（金）～８月２２日（月） 高1・2・３生、中3生（中高一貫校）期間限定入会特典
※「2022新学期特別無料講習」「2022夏期特別無料講習・夏期講習」をお申し込みされた方は適用されません。
※他の割引制度・キャンペーンと内容が重複している場合、いずれか一方の制度での適用となります。 ※適用条件など諸条件は校舎にご確認ください。


