
基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥80,500 ¥127,650 ¥171,350 ¥205,850 ¥308,775 ¥406,700 ¥612,550 ¥813,400 ¥1,019,250 ¥1,220,100

2人部屋 ¥67,850 ¥105,800 ¥140,300 ¥165,600 ¥248,400 ¥326,200 ¥491,800 ¥652,400 ¥818,000 ¥978,600

3人部屋 ¥64,975 ¥100,050 ¥131,675 ¥154,100 ¥231,150 ¥303,200 ¥457,300 ¥606,400 ¥760,500 ¥909,600

4人部屋 ¥44,800 ¥71,800 ¥101,800 ¥128,800 ¥193,200 ¥252,600 ¥381,400 ¥505,200 ¥634,000 ¥757,800

2段ベッド 6人部屋 ¥33,800 ¥63,800 ¥89,800 ¥113,800 ¥170,700 ¥222,600 ¥336,400 ¥445,200 ¥559,000 ¥667,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥83,375 ¥133,400 ¥179,975 ¥217,350 ¥326,025 ¥429,700 ¥647,050 ¥859,400 ¥1,076,750 ¥1,289,100

2人部屋 ¥70,725 ¥111,550 ¥148,925 ¥177,100 ¥265,650 ¥349,200 ¥526,300 ¥698,400 ¥875,500 ¥1,047,600

3人部屋 ¥67,850 ¥105,800 ¥140,300 ¥165,600 ¥248,400 ¥326,200 ¥491,800 ¥652,400 ¥818,000 ¥978,600

4人部屋 ¥49,800 ¥81,800 ¥116,800 ¥148,800 ¥223,200 ¥292,600 ¥441,400 ¥585,200 ¥734,000 ¥877,800

2段ベッド 6人部屋 ¥38,800 ¥73,800 ¥104,800 ¥133,800 ¥200,700 ¥262,600 ¥396,400 ¥525,200 ¥659,000 ¥787,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥89,125 ¥144,900 ¥197,225 ¥240,350 ¥360,525 ¥475,700 ¥716,050 ¥951,400 ¥1,191,750 ¥1,427,100

2人部屋 ¥76,475 ¥123,050 ¥166,175 ¥200,100 ¥300,150 ¥395,200 ¥595,300 ¥790,400 ¥990,500 ¥1,185,600

3人部屋 ¥73,600 ¥117,300 ¥157,550 ¥188,600 ¥282,900 ¥372,200 ¥560,800 ¥744,400 ¥933,000 ¥1,116,600

4人部屋 ¥59,800 ¥101,800 ¥146,800 ¥168,800 ¥253,200 ¥332,600 ¥501,400 ¥665,200 ¥834,000 ¥997,800

2段ベッド 6人部屋 ¥48,800 ¥93,800 ¥134,800 ¥153,800 ¥230,700 ¥302,600 ¥456,400 ¥605,200 ¥759,000 ¥907,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥97,750 ¥162,150 ¥223,100 ¥274,850 ¥412,275 ¥544,700 ¥819,550 ¥1,089,400 ¥1,364,250 ¥1,634,100

2人部屋 ¥85,100 ¥140,300 ¥192,050 ¥234,600 ¥351,900 ¥464,200 ¥698,800 ¥928,400 ¥1,163,000 ¥1,392,600

3人部屋 ¥82,225 ¥134,550 ¥183,425 ¥223,100 ¥334,650 ¥441,200 ¥664,300 ¥882,400 ¥1,105,500 ¥1,323,600

4人部屋 ¥73,800 ¥128,800 ¥179,800 ¥199,800 ¥299,700 ¥394,600 ¥594,400 ¥789,200 ¥989,000 ¥1,183,800

2段ベッド 6人部屋 ¥68,800 ¥123,800 ¥174,800 ¥183,800 ¥275,700 ¥362,600 ¥546,400 ¥725,200 ¥909,000 ¥1,087,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

＜一般英語 ESL6＞ 

＜一般英語 ESL8＞ 

＜一般英語 Super ESL8＞

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×2コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) マンツーマン×8コマ

2017年度 学費リスト
※2017年1月1日以降のお申込に適用

下記料金は、授業料と寮費の合計金額になります

＜一般英語 ESL5＞ 
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×5コマ,グループ×3コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ



 基本10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥94,875 ¥156,400 ¥214,475 ¥263,350 ¥395,025 ¥521,700 ¥785,050 ¥1,043,400 ¥1,306,750 ¥1,565,100

2人部屋 ¥82,225 ¥134,550 ¥183,425 ¥223,100 ¥334,650 ¥441,200 ¥664,300 ¥882,400 ¥1,105,500 ¥1,323,600

3人部屋 ¥79,350 ¥128,800 ¥174,800 ¥211,600 ¥317,400 ¥418,200 ¥629,800 ¥836,400 ¥1,048,000 ¥1,254,600

4人部屋 ¥69,800 ¥121,800 ¥176,800 ¥188,800 ¥283,200 ¥372,600 ¥561,400 ¥745,200 ¥934,000 ¥1,117,800

2段ベッド 6人部屋 ¥58,800 ¥113,800 ¥164,800 ¥173,800 ¥260,700 ¥342,600 ¥516,400 ¥685,200 ¥859,000 ¥1,027,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

 基本5コマ+オプション2コマ＝最大7コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥80,500 ¥127,650 ¥171,350 ¥205,850 ¥308,775 ¥406,700 ¥612,550 ¥813,400 ¥1,019,250 ¥1,220,100

2人部屋 ¥67,850 ¥105,800 ¥140,300 ¥165,600 ¥248,400 ¥326,200 ¥491,800 ¥652,400 ¥818,000 ¥978,600

3人部屋 ¥64,975 ¥100,050 ¥131,675 ¥154,100 ¥231,150 ¥303,200 ¥457,300 ¥606,400 ¥760,500 ¥909,600

4人部屋 ¥44,800 ¥71,800 ¥101,800 ¥128,800 ¥193,200 ¥252,600 ¥381,400 ¥505,200 ¥634,000 ¥757,800

2段ベッド 6人部屋 ¥33,800 ¥63,800 ¥89,800 ¥113,800 ¥170,700 ¥222,600 ¥336,400 ¥445,200 ¥559,000 ¥667,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本7コマ+オプション2コマ＝最大9コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥89,125 ¥144,900 ¥197,225 ¥240,350 ¥360,525 ¥475,700 ¥716,050 ¥951,400 ¥1,191,750 ¥1,427,100

2人部屋 ¥76,475 ¥123,050 ¥166,175 ¥200,100 ¥300,150 ¥395,200 ¥595,300 ¥790,400 ¥990,500 ¥1,185,600

3人部屋 ¥73,600 ¥117,300 ¥157,550 ¥188,600 ¥282,900 ¥372,200 ¥560,800 ¥744,400 ¥933,000 ¥1,116,600

4人部屋 ¥59,800 ¥101,800 ¥146,800 ¥168,800 ¥253,200 ¥332,600 ¥501,400 ¥665,200 ¥834,000 ¥997,800

2段ベッド 6人部屋 ¥48,800 ¥93,800 ¥134,800 ¥153,800 ¥230,700 ¥302,600 ¥456,400 ¥605,200 ¥759,000 ¥907,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本9コマ+オプション2コマ＝最大11コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥97,750 ¥162,150 ¥223,100 ¥274,850 ¥412,275 ¥544,700 ¥819,550 ¥1,089,400 ¥1,364,250 ¥1,634,100

2人部屋 ¥85,100 ¥140,300 ¥192,050 ¥234,600 ¥351,900 ¥464,200 ¥698,800 ¥928,400 ¥1,163,000 ¥1,392,600

3人部屋 ¥82,225 ¥134,550 ¥183,425 ¥223,100 ¥334,650 ¥441,200 ¥664,300 ¥882,400 ¥1,105,500 ¥1,323,600

4人部屋 ¥73,800 ¥128,800 ¥179,800 ¥199,800 ¥299,700 ¥394,600 ¥594,400 ¥789,200 ¥989,000 ¥1,183,800

2段ベッド 6人部屋 ¥68,800 ¥123,800 ¥174,800 ¥183,800 ¥275,700 ¥362,600 ¥546,400 ¥725,200 ¥909,000 ¥1,087,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

＜一般英語 ESL10＞
(月〜金曜日) マンツーマン×10コマ　(土曜日) グループ×3コマ

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

＜TOEIC8,TOEFL8,IELTS8コース＞

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

＜TOEIC6,TOEFL6,IELTS6コース＞

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×4コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

＜TOEIC4,TOEFL4,IELTS4コース＞



基本5コマ+オプション2コマ＝最大7コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥80,500 ¥127,650 ¥171,350 ¥205,850 ¥308,775 ¥406,700 ¥612,550 ¥813,400 ¥1,019,250 ¥1,220,100

2人部屋 ¥67,850 ¥105,800 ¥140,300 ¥165,600 ¥248,400 ¥326,200 ¥491,800 ¥652,400 ¥818,000 ¥978,600

3人部屋 ¥64,975 ¥100,050 ¥131,675 ¥154,100 ¥231,150 ¥303,200 ¥457,300 ¥606,400 ¥760,500 ¥909,600

4人部屋 ¥44,800 ¥71,800 ¥101,800 ¥128,800 ¥193,200 ¥252,600 ¥381,400 ¥505,200 ¥634,000 ¥757,800

2段ベッド 6人部屋 ¥33,800 ¥63,800 ¥89,800 ¥113,800 ¥170,700 ¥222,600 ¥336,400 ¥445,200 ¥559,000 ¥667,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

※　料金に含まれるもの　授業料、宿泊費、食事（平日・祝日共に３食）、ルームクリーニング（週２回）、ランドリー（週２回）

※　期間中に異なるコースや部屋に変更する場合、各々の料金を下記の通り算出し合算します。合計週数(入学～卒業)により算出に用いる料金が異なります。

※　１～４部屋は、平置きタイプのベット、６人部屋は、２段ベットになります。

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×4コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

＜ビジネスコース＞

 合計２週：各コースの２週料金÷２×週数　　合計３週：各コースの３週料金÷３×週数　　合計４週以上：各コースの４週料金÷４×週数

※　４週を超える明記されていない週数は、４週料金÷４×希望週数で算出できます。８週以上の場合、算出金額から長期割引金額を引く事になります。

※　１人部屋：２人部屋を１人でお使い頂きます。

※　３人部屋：４人部屋を３人でお使い頂きます。

※　６人部屋：４人部屋を６人でお使い頂きます。

※　４、６人部屋をご案内いただく場合は、シャワーとトイレが１つずつしかないことを必ずご説明ください。

※　８週以上は長期割引適応済み料金明記となります。長期割引は合計週数(入学～卒業まで)が８週以上で、全タイプのお部屋に適用されます。



その他費用

入学金 15,000円 　※卒業後、1年間以内に再入学の場合は無料

コース料金 上記表参照

海外送金手数料 5,940円

保証金 　※卒業時に備品・設備に紛失・破損が無ければ全額返金

SSP代（特別就学許可証） 6,500ペソ 　※最大6か月有効

テキスト代 1,000ペソ／４週 　※英語レベルにより異なるため目安（2週間以下は、約500ペソ）

１人部屋 2,600ペソ／４週

２人部屋 1,980ペソ／４週

３人部屋 1,880ペソ／４週 　※部屋あたりの規定使用料を超過した場合は、実費を追加徴収

４人部屋 1,780ペソ／４週

６人部屋 1,680ペソ／４週

水道代 500ペソ／４週

共益費 150ペソ／１週

１回目 3,440ペソ 　５～８週間

２回目 4,710ペソ 　９～１２週間

３回目 2,740ペソ 　１３～１６週間

４回目 2,740ペソ 　１７～２０週間

５回目 2,740ペソ 　２１～２４週間

VISA代行手数料 500ペソ／１回

ACR-I カード費（外国人登録証） 3,000ペソ

マンツーマン 400ペソ／１コマ

グループ 250ペソ／１コマ

１人部屋 1,500ペソ／泊　

２人部屋 1,350ペソ／泊　

３人部屋 1,200ペソ／泊　

４人部屋 1,100ペソ／泊　

６人部屋 1,000ペソ／泊　

空港 無料 　※セブ到着日に空港までお迎え（土曜、日曜着に限る）

空港以外 1,200ペソ 　※土曜日、日曜日以外の到着の場合は1,200ペソ

帰国時送迎手配 1,200ペソ 　※スタッフが空港まで同行します。

オプション授業追加料金

ピックアップ

前泊・延泊費

　※平日の自由時間、土日祝日に追加可

　※土曜到着・日曜日出発の場合に必要　（食事付き）

＜現地での支払い費用＞

＜日本での支払い費用＞

電気代

2,500ペソ（5,000円もしくは50USD　可）

VISA延長代
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