
■2016年度フィリピン留学 EG Academy料金表
※適用期間：お申込ベースで2016年1月1日から ※通貨：アメリカドル 更新日：2016年1月25日

学校名

都市・場所

コース

IN/OUT

部屋タイプ 外部ホテル個室 1人部屋 2人部屋 4人部屋 外部ホテル個室 1人部屋 2人部屋 4人部屋 外部ホテル個室 1人部屋 2人部屋 4人部屋 外部ホテル個室 1人部屋 2人部屋 4人部屋

1週間 $650 $560 $490 $440 $1,140 $620 $550 $500 $800 $710 $640 $590 $910 $820 $750 $700
2週間 $1,140 $960 $840 $750 $1,230 $1,050 $930 $840 $1,350 $1,170 $1,050 $960 $1,510 $1,330 $1,210 $1,120
3週間 $1,550 $1,280 $1,120 $1,000 $1,670 $1,400 $1,240 $1,120 $1,820 $1,550 $1,390 $1,270 $2,030 $1,760 $1,600 $1,480
4週間 $1,960 $1,600 $1,400 $1,240 $2,110 $1,750 $1,550 $1,390 $2,310 $1,950 $1,750 $1,590 $2,560 $2,200 $2,000 $1,840
5週間 $2,450 $2,000 $1,750 $1,550 $2,638 $2,188 $1,938 $1,738 $2,888 $2,438 $2,188 $1,988 $3,200 $2,750 $2,500 $2,300
6週間 $2,940 $2,400 $2,100 $1,860 $3,165 $2,625 $2,325 $2,085 $3,465 $2,925 $2,625 $2,385 $3,840 $3,300 $3,000 $2,760
7週間 $3,430 $2,800 $2,450 $2,170 $3,693 $3,063 $2,713 $2,433 $4,043 $3,413 $3,063 $2,783 $4,480 $3,850 $3,500 $3,220
8週間 $3,920 $3,200 $2,800 $2,480 $4,220 $3,500 $3,100 $2,780 $4,620 $3,900 $3,500 $3,180 $5,120 $4,400 $4,000 $3,680
12週間 $5,880 $4,800 $4,200 $3,720 $6,330 $5,250 $4,650 $4,170 $6,930 $5,850 $5,250 $4,770 $7,680 $6,600 $6,000 $5,520
16週間 $7,840 $6,400 $5,600 $4,960 $8,440 $7,000 $6,200 $5,560 $9,240 $7,800 $7,000 $6,360 $10,240 $8,800 $8,000 $7,360
20週間 $9,800 $8,000 $7,000 $6,200 $10,550 $8,750 $7,750 $6,950 $11,550 $9,750 $8,750 $7,950 $12,800 $11,000 $10,000 $9,200
24週間 $11,760 $9,600 $8,400 $7,440 $12,660 $10,500 $9,300 $8,340 $13,860 $11,700 $10,500 $9,540 $15,360 $13,200 $12,000 $11,040
36週間 $17,640 $14,400 $12,600 $11,160 $18,990 $15,750 $13,950 $12,510 $20,790 $17,550 $15,750 $14,310 $23,040 $19,800 $18,000 $16,560
48週間 $23,520 $19,200 $16,800 $14,880 $25,320 $21,000 $18,600 $16,680 $27,720 $23,400 $21,000 $19,080 $30,720 $26,400 $24,000 $22,080

●上記料金に含まれるもの： ●現地でお客様が直接EG校にお支払いされるもの：
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、 ①ビザ延長費用：31日以上滞在される方は、次の料金（手続き費含む）が別途要。
到着時の空港から寮への送迎費　 　1回目の延長：3,730ペソ要　初日から計算して59日間滞在可能（8週）

　2回目の延長：5,000ペソ　初日から計算して89日間滞在可能（12週） 
●日本で別途お支払い頂くもの： 　3回目の延長：3,030ペソ　初日から計算して119日間滞在可能（16週） 
入学金USD150、、マニラ空港ピックアップ代USD50、海外送金手数料3,000円　（クラーク空港ピックアップ代はUSD20） 　4回目、5回目の延長：各3,030ペソ　初日から計算して149、179日間滞在可能（20週、24週） 

　6回目の延長：4,440ペソ　初日から計算して179日間滞在可能（28週）、これ以降の延長は4週ごとに3,030ペソ
※1週間単位でのお申し込みも可能です。料金はお問い合わせください。 ②SSP6,500ペソ、ACR I-Card：3,000ペソ要。
※1レッスンは50分。 ③教材費：4週で1,500ペソ（個々の購入教材により異なる）。
※ビザ関連は30日までは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費用要。 ④総合管理費：4週で1,600ペソ。
   半年以上はSSP2回、ECC要。 ⑤電気代：4週につき約1,000ペソ/4週（エアコンメーター12ペソ/1kwで使用量により異なる）。
※受講可能年齢：渡航時点で15歳。　親も同期間受講される場合、親子留学可（子供は5歳から参加可） ⑥IDカード代金200ペソ。
※ベビーシッターサービス：無し ⑦寮保証代金（問題無ければ退寮時に全額返金）：3,000ペソ。

土曜か日曜/土曜　（日曜OUTは延泊料金1,000ペソを要現地払）。

ESL　GENERAL コース
（1日マンツーマン3コマ＋グループ2コマ+

欧米講師グループ1コマ＋無料グループ1コマ）

EG ACADEMY（イージーアカデミー）

クラーク（マニラ空港から車で約2時間30分)

ESL INTENSIVE コース
（1日マンツーマン4コマ＋グループ3コマ+

欧米講師グループ1コマ＋無料グループ1コマ）

親子留学のお子様コース
（1日マンツーマン3コマ＋グループ2コマ+

欧米講師グループ1コマ＋無料グループ1コマ）
※グループ授業はお子様と同レベルのお子様生徒がいない場
合、全ての授業が追加代金無くマンツーマンとなる場合有（入学

後に詳細決定）。

ESL+TOEIC or TOEFL or IELTSコース
（1日各試験対策マンツーマン3コマ＋ESLグループ3コマ+

欧米講師グループ1コマ＋無料グループ1コマ）
Semi Spartaコース

（1日マンツーマン6コマ＋グループ１コマ+
欧米講師グループ1コマ＋無料グループ1コマ＋強制自習２コマ）

ESL POWER 8 MAN TO MANコース
（1日マンツーマン8コマ＋無料グループ1コマ）

NATIVE MIXED コース
（1日マンツーマン2コマ＋グループ2コマ＋ネイティブマンツーマ

ン2コマ＋ネイティブグループ2コマ＋無料グループ1コマ）
ESL + Golfコース

（1日マンツーマン3コマ＋グループ1コマ+
ゴルフレッスン1コマ&練習2時間＋無料グループ1コマ）

NATIVE ESL コース
（1日ネイティブマンツーマン3コマ＋ネイティブグループ4コマ

＋無料グループ1コマ）


