
■2018年　 ZA English Academy  Maboloキャンパス　料金表
※適用期間：お申込ベースで2018年1月1日から 発行元： ZA English Academy 日本本部
※通貨：日本円 発行日：2017年12月25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/親子コース ¥96,000 1人部屋 ¥103,000

Semi Intensive
TOEIC・TOEFL・IELTS

¥116,000 2人部屋 ¥79,000

Special Man to Man コース ¥129,000 3人部屋 ¥64,000

Additional 1：1 Class ¥19,000 4人部屋 ¥49,000

入学金 ¥15,000 空港ピックアップ ¥2,000

●マンツーマン追加（1コマ）

1コマ ¥950

IN/OUT

コース

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 ¥81,590 ¥71,750 ¥65,600 ¥59,450 ¥89,790 ¥79,950 ¥73,800 ¥67,650 ¥95,120 ¥85,280 ¥79,130 ¥72,980

2週間 ¥125,370 ¥110,250 ¥100,800 ¥91,350 ¥137,970 ¥122,850 ¥113,400 ¥103,950 ¥146,160 ¥131,040 ¥121,590 ¥112,140

3週間 ¥169,150 ¥148,750 ¥136,000 ¥123,250 ¥186,150 ¥165,750 ¥153,000 ¥140,250 ¥197,200 ¥176,800 ¥164,050 ¥151,300

4週間 ¥199,000 ¥175,000 ¥160,000 ¥145,000 ¥219,000 ¥195,000 ¥180,000 ¥165,000 ¥232,000 ¥208,000 ¥193,000 ¥178,000

5週間 ¥248,750 ¥218,750 ¥200,000 ¥181,250 ¥273,750 ¥243,750 ¥225,000 ¥206,250 ¥290,000 ¥260,000 ¥241,250 ¥222,500

6週間 ¥298,500 ¥262,500 ¥240,000 ¥217,500 ¥328,500 ¥292,500 ¥270,000 ¥247,500 ¥348,000 ¥312,000 ¥289,500 ¥267,000

7週間 ¥348,250 ¥306,250 ¥280,000 ¥253,750 ¥383,250 ¥341,250 ¥315,000 ¥288,750 ¥406,000 ¥364,000 ¥337,750 ¥311,500

8週間 ¥398,000 ¥350,000 ¥320,000 ¥290,000 ¥438,000 ¥390,000 ¥360,000 ¥330,000 ¥464,000 ¥416,000 ¥386,000 ¥356,000

9週間 ¥447,750 ¥393,750 ¥360,000 ¥326,250 ¥492,750 ¥438,750 ¥405,000 ¥371,250 ¥522,000 ¥468,000 ¥434,250 ¥400,500

10週間 ¥497,500 ¥437,500 ¥400,000 ¥362,500 ¥547,500 ¥487,500 ¥450,000 ¥412,500 ¥580,000 ¥520,000 ¥482,500 ¥445,000

11週間 ¥547,250 ¥481,250 ¥440,000 ¥398,750 ¥602,250 ¥536,250 ¥495,000 ¥453,750 ¥638,000 ¥572,000 ¥530,750 ¥489,500

12週間 ¥597,000 ¥525,000 ¥480,000 ¥435,000 ¥657,000 ¥585,000 ¥540,000 ¥495,000 ¥696,000 ¥624,000 ¥579,000 ¥534,000

13週間 ¥646,750 ¥568,750 ¥520,000 ¥471,250 ¥711,750 ¥633,750 ¥585,000 ¥536,250 ¥754,000 ¥676,000 ¥627,250 ¥578,500

14週間 ¥696,500 ¥612,500 ¥560,000 ¥507,500 ¥766,500 ¥682,500 ¥630,000 ¥577,500 ¥812,000 ¥728,000 ¥675,500 ¥623,000

15週間 ¥746,250 ¥656,250 ¥600,000 ¥543,750 ¥821,250 ¥731,250 ¥675,000 ¥618,750 ¥870,000 ¥780,000 ¥723,750 ¥667,500

16週間 ¥796,000 ¥700,000 ¥640,000 ¥580,000 ¥876,000 ¥780,000 ¥720,000 ¥660,000 ¥928,000 ¥832,000 ¥772,000 ¥712,000

20週間 ¥995,000 ¥875,000 ¥800,000 ¥725,000 ¥1,095,000 ¥975,000 ¥900,000 ¥825,000 ¥1,160,000 ¥1,040,000 ¥965,000 ¥890,000

24週間 ¥1,194,000 ¥1,050,000 ¥960,000 ¥870,000 ¥1,314,000 ¥1,170,000 ¥1,080,000 ¥990,000 ¥1,392,000 ¥1,248,000 ¥1,158,000 ¥1,068,000

36週間 ¥1,791,000 ¥1,575,000 ¥1,440,000 ¥1,305,000 ¥1,971,000 ¥1,755,000 ¥1,620,000 ¥1,485,000 ¥2,088,000 ¥1,872,000 ¥1,737,000 ¥1,602,000

48週間 ¥2,388,000 ¥2,100,000 ¥1,920,000 ¥1,740,000 ¥2,628,000 ¥2,340,000 ¥2,160,000 ¥1,980,000 ¥2,784,000 ¥2,496,000 ¥2,316,000 ¥2,136,000

●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。 部屋タイプ/期間 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋

※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。 12週間ESL ¥597,000 ¥525,000 ¥480,000 ¥435,000

※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） 4週間インターン ¥154,000 ¥121,500 ¥101,500 ¥81,500

※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。 16週間 ¥751,000 ¥646,500 ¥581,500 ¥516,500

※空港ピックアップは1名につき2,000円/平日・空港以外のピックアップをご希望の場合は、3,000円となります。 ●上記料金に含まれるもの：
※ZA English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。 　授業料、滞在費（寮費）、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、

※Special Man to Manコースは、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、単語、文法、発音の7コマが基本です。 　掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費

　希望により単語、文法、発音の最大3コマまで試験対策コースのクラスにアレンジが可能です。

●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 留学期間 料金

ACRI 3,000 滞在が60日以上 8週間 3,440

IDカード 300 期間問わず1回 12週間 4,710

管理費 300 1週につき 16週間 2,740

電気代(個室) 400 1週につき 20週間 2,740

電気代(2人) 300 1週につき 24週間 2,740

電気代(3人) 200 1週につき 28週間 4,140

電気代(4人) 100 1週につき 32週間 2,740

教材 1,000 1週間 36週間 2,740

1,300 2週間 40週間 2,740

1,600 3週間

1,900 4週間

※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。

エグゼクティブコース

1人部屋/1週間コース ¥145,000

ドライヤー、ハンガー、空港ピックアップトイレットペーパー、掃除・洗濯サービス

5週目以上から1冊単位で
購入可能

　1冊250ペソ～

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

・Special Man to Man コース
（1日マンツーマン7コマ）

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）

・親子コース(2～4人部屋のみ）

・Semi Intensiveコース

・試験対策（TOEIC・TOEFL・IELTS）コース
  

1人部屋/2週間コース ¥205,000

●上記料金に含まれるもの：

入学金、食費3食、授業料+寮費、現地費用すべてシティーツアー、ポケットWIFI（ロード代込）
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