
■2017年度フィリピン留学 UV ESL校GROSS料金表
※適用期間：お申込ベースで2017年1月1日から 発行元： UV ESL日本代表事務局

※通貨：日本円 発行日：2016年12月14日

授業料とドミトリー費（4週基準）
コース 授業料 ドミトリー 料金
ESL General ¥94,000 1人部屋 ¥101,000
Semi Intensive ¥113,000 2人部屋 ¥68,500
TOEIC・TOEFL・IELTS ¥113,000 3人部屋 ¥48,500

Additional 1：1 Class ¥19,000 4人部屋 ¥28,500
入学金 ¥15,000 空港ピックアップ費用 ¥2,000

●マンツーマン追加（1コマ）
1コマ ¥950

学校名

都市・場所

コース

IN/OUT

部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥79,950 ¥66,625 ¥58,425 ¥50,225 ¥87,740 ¥74,415 ¥66,215 ¥58,015 ¥87,740 ¥74,415 ¥66,215 ¥58,015
2週間 ¥122,850 ¥102,375 ¥89,775 ¥77,175 ¥134,820 ¥114,345 ¥101,745 ¥89,145 ¥134,820 ¥114,345 ¥101,745 ¥89,145
3週間 ¥165,750 ¥138,125 ¥121,125 ¥104,125 ¥181,900 ¥154,275 ¥137,275 ¥120,275 ¥181,900 ¥154,275 ¥137,275 ¥120,275
4週間 ¥195,000 ¥162,500 ¥142,500 ¥122,500 ¥214,000 ¥181,500 ¥161,500 ¥141,500 ¥214,000 ¥181,500 ¥161,500 ¥141,500
5週間 ¥243,750 ¥203,125 ¥178,125 ¥153,125 ¥267,500 ¥226,875 ¥201,875 ¥176,875 ¥267,500 ¥226,875 ¥201,875 ¥176,875
6週間 ¥292,500 ¥243,750 ¥213,750 ¥183,750 ¥321,000 ¥272,250 ¥242,250 ¥212,250 ¥321,000 ¥272,250 ¥242,250 ¥212,250
7週間 ¥341,250 ¥284,375 ¥249,375 ¥214,375 ¥374,500 ¥317,625 ¥282,625 ¥247,625 ¥374,500 ¥317,625 ¥282,625 ¥247,625
8週間 ¥390,000 ¥325,000 ¥285,000 ¥245,000 ¥428,000 ¥363,000 ¥323,000 ¥283,000 ¥428,000 ¥363,000 ¥323,000 ¥283,000
9週間 ¥438,750 ¥365,625 ¥320,625 ¥275,625 ¥481,500 ¥408,375 ¥363,375 ¥318,375 ¥481,500 ¥408,375 ¥363,375 ¥318,375
10週間 ¥487,500 ¥406,250 ¥356,250 ¥306,250 ¥535,000 ¥453,750 ¥403,750 ¥353,750 ¥535,000 ¥453,750 ¥403,750 ¥353,750
11週間 ¥536,250 ¥446,875 ¥391,875 ¥336,875 ¥588,500 ¥499,125 ¥444,125 ¥389,125 ¥588,500 ¥499,125 ¥444,125 ¥389,125
12週間 ¥585,000 ¥487,500 ¥427,500 ¥367,500 ¥642,000 ¥544,500 ¥484,500 ¥424,500 ¥642,000 ¥544,500 ¥484,500 ¥424,500
13週間 ¥633,750 ¥528,125 ¥463,125 ¥398,125 ¥695,500 ¥589,875 ¥524,875 ¥459,875 ¥695,500 ¥589,875 ¥524,875 ¥459,875
14週間 ¥682,500 ¥568,750 ¥498,750 ¥428,750 ¥749,000 ¥635,250 ¥565,250 ¥495,250 ¥749,000 ¥635,250 ¥565,250 ¥495,250
15週間 ¥731,250 ¥609,375 ¥534,375 ¥459,375 ¥802,500 ¥680,625 ¥605,625 ¥530,625 ¥802,500 ¥680,625 ¥605,625 ¥530,625
16週間 ¥780,000 ¥650,000 ¥570,000 ¥490,000 ¥856,000 ¥726,000 ¥646,000 ¥566,000 ¥856,000 ¥726,000 ¥646,000 ¥566,000
20週間 ¥975,000 ¥812,500 ¥712,500 ¥612,500 ¥1,070,000 ¥907,500 ¥807,500 ¥707,500 ¥1,070,000 ¥907,500 ¥807,500 ¥707,500
24週間 ¥1,170,000 ¥975,000 ¥855,000 ¥735,000 ¥1,284,000 ¥1,089,000 ¥969,000 ¥849,000 ¥1,284,000 ¥1,089,000 ¥969,000 ¥849,000
36週間 ¥1,755,000 ¥1,462,500 ¥1,282,500 ¥1,102,500 ¥1,926,000 ¥1,633,500 ¥1,453,500 ¥1,273,500 ¥1,926,000 ¥1,633,500 ¥1,453,500 ¥1,273,500
48週間 ¥2,340,000 ¥1,950,000 ¥1,710,000 ¥1,470,000 ¥2,568,000 ¥2,178,000 ¥1,938,000 ¥1,698,000 ¥2,568,000 ¥2,178,000 ¥1,938,000 ¥1,698,000

部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
16週間 ¥739,000 ¥609,000 ¥529,000 ¥449,000

●上記料金に含まれるもの：
授業料、滞在費（寮費）、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、
掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費

●グローバルインターンシップ料金に含まれるもの：
12週間のGeneral ESLの料金と4週間のグローバルインターンシップの料金

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
12週間のGeneral ESLの料金 585,000 487,500 427,500 367,500

4週間のグローバルインターンシップの料金 154,000 121,500 101,500 81,500

※グローバルインターンシップコースの12週間のGeneral ESLの期間を8週間にすることも可能です。（※生徒様の英語レベルによります。）
※4週間のグローバルインターンシップ期間を短くすることはできませんので、予めご了承ください。

●備考：
※4週以上から計算式は4週÷4ｘ希望週数です。
※1レッスンは50分。
※ビザ関連：30日までSSPのみ、31日～8週がSSP＋ビザ延長1回、60日～がSSP＋期間分ビザ延長＋ACRI費用。半年以上はSSP2回、ECC要。
※マンツーマン追加は初日の月曜日の午後、土曜日/祝日に受講可能です。(日曜日は除外）
※現地でお申し込みの際は、講師のスケジュール確認等があるため、追加される1週間前までに現地スタッフに申請して下さい。
※空港ピックアップは1名につき2,000円となります。
※UV ESLでは帰国時のセンディングサービスは行っておりませんので予めご了承ください。

●現地払関連：電気代の超過分(1kwにつき16ペソ)以外全て固定値、通貨はフィリピンペソで全て現金払
項目 料金 単位 ※ビザ延長料金（手数料込）
SSP 6,500 半年につき1回 料金 留学期間
ACRI 3,000 滞在が60日以上 3,440 8週間
IDカード 300 期間問わず1回 4,710 12週間
管理費 300 1週につき 2,740 16週間
電気代(個室) 400 1週につき 2,740 20週間
電気代(2人) 300 1週につき 2,740 24週間
電気代(3人) 200 1週につき 4,140 28週間
電気代(4人) 100 1週につき 2,740 32週間

1,000 1週間 2,740 36週間
1,300 2週間 2,740 40週間
1,600 3週間

1,900 4週間教材
5週目以上から1冊単位で

購入可能
　1冊250ペソ～

グローバルインターンシップ（12週間ESL+4週間インターンシップ）

ESL Generalコース
（1日マンツーマン4コマ＋グループ4コマ

＋無料グループ2コマ）

UV ESL（ユーブイイーエスエル）
セブシティ

Semi Intensiveコース
（1日マンツーマン5コマ＋グループ4コマ

＋無料グループ2コマ）

TOEIC・TOEFL・IELTSコース
 （1日マンツーマン4コマ＋グループ4コマ

＋無料グループ2コマ）

大学聴講プログラム
（1日マンツーマン3コマ＋ネイティブビックグループ2コマ

聴講授業1コマ＋無料グループ2コマ）

ビジネスコース
（1日マンツーマン4コマ＋+スモールグループ2コマ+ネイティブビックグルー

プ2コマ
無料グループ2コマ）

日曜/土曜が基本で又は土曜/土曜か日曜/日曜の場合最初か最後の1泊で部屋移動の可能性有
土曜/日曜は延泊料金1,000ペソを要現地払。
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