
一律

■ESLコース/5 Man to manコース ※長期割引適用済み 　＊お部屋タイプ＊

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 ◯内部寮･･･1人部屋、2人部屋、3人部屋、　

1人部屋 ¥70,000 ¥115,000 ¥160,000 ¥195,000 ¥385,000 ¥580,000 ¥770,000 ¥965,000 ¥1,155,000 　　　　　　　　　　　　　　4人部屋、6人部屋

2人部屋 ¥55,000 ¥95,000 ¥131,000 ¥160,000 ¥315,000 ¥475,000 ¥630,000 ¥790,000 ¥945,000 ◯新ビル寮･･･1人部屋、2人部屋、4人部屋

3人部屋 ¥50,000 ¥80,000 ¥113,000 ¥139,000 ¥273,000 ¥412,000 ¥546,000 ¥685,000 ¥819,000 ◯Prestigioホテル寮･･･1人部屋、2人部屋

4人部屋 ¥45,000 ¥72,000 ¥102,000 ¥129,000 ¥253,000 ¥382,000 ¥506,000 ¥635,000 ¥759,000 ◯Tsaiホテル寮･･･1人部屋、2人部屋

6人部屋 ¥34,000 ¥64,000 ¥90,000 ¥114,000 ¥223,000 ¥337,000 ¥446,000 ¥560,000 ¥669,000

Prestigioホテル1人部屋 ¥80,000 ¥140,000 ¥190,000 ¥220,000 ¥435,000 ¥655,000 ¥870,000 ¥1,090,000 ¥1,305,000 【左記料金に含まれる費用】

Prestigioホテル2人部屋 ¥60,000 ¥94,000 ¥134,000 ¥170,000 ¥335,000 ¥505,000 ¥670,000 ¥840,000 ¥1,005,000 授業料、宿泊費、食費（3食）

無料インターネット、洗濯・掃除サービス、

■試験対策コース/6 Man to manコース/Businessコース/ネイティブESLコース ※長期割引適用済み 空港ピックアップ（平日到着の便は別途1500ペソ）

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

1人部屋 ¥75,000 ¥125,000 ¥175,000 ¥215,000 ¥425,000 ¥640,000 ¥850,000 ¥1,065,000 ¥1,275,000 【現地にてお支払いが必要な費用】

2人部屋 ¥60,000 ¥105,000 ¥146,000 ¥180,000 ¥355,000 ¥535,000 ¥710,000 ¥890,000 ¥1,065,000 ①SSP（修学許可書）：6,500ペソ（公証手数料込み）

3人部屋 ¥55,000 ¥90,000 ¥128,000 ¥159,000 ¥313,000 ¥472,000 ¥626,000 ¥785,000 ¥939,000 ②ACR I-Card：3,000ペソ（8週間以上留学の場合）

4人部屋 ¥50,000 ¥82,000 ¥117,000 ¥149,000 ¥293,000 ¥442,000 ¥586,000 ¥735,000 ¥879,000 ③教材費：必要に応じて購入（4週で約1,000ペソ）

6人部屋 ¥39,000 ¥74,000 ¥105,000 ¥134,000 ¥263,000 ¥397,000 ¥526,000 ¥660,000 ¥789,000 ④電気代：メーター計算（4週で約300～1,500ペソ）

Prestigioホテル1人部屋 ¥85,000 ¥150,000 ¥205,000 ¥240,000 ¥475,000 ¥715,000 ¥950,000 ¥1,190,000 ¥1,425,000 ⑤管理費：150ペソ/週

Prestigioホテル2人部屋 ¥65,000 ¥104,000 ¥149,000 ¥190,000 ¥375,000 ¥565,000 ¥750,000 ¥940,000 ¥1,125,000 ⑥デポジット：

1～19週→2,500ペソ　20週以上→5,000ペソ

■7 Man to manコース ※長期割引適用済み 　※施設破損等なければ退寮時に返金

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 ⑦帰国時空港使用税：750ペソ（空港にて支払い）

1人部屋 ¥80,000 ¥135,000 ¥190,000 ¥235,000 ¥465,000 ¥700,000 ¥930,000 ¥1,165,000 ¥1,395,000

2人部屋 ¥65,000 ¥115,000 ¥161,000 ¥200,000 ¥395,000 ¥595,000 ¥790,000 ¥990,000 ¥1,185,000 【VISA延長費用】

3人部屋 ¥60,000 ¥100,000 ¥143,000 ¥179,000 ¥353,000 ¥532,000 ¥706,000 ¥885,000 ¥1,059,000 5～8週間：3,440ペソ

4人部屋 ¥55,000 ¥92,000 ¥132,000 ¥169,000 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000 9～12週間：8,150ペソ

6人部屋 ¥44,000 ¥84,000 ¥120,000 ¥154,000 ¥303,000 ¥457,000 ¥606,000 ¥760,000 ¥909,000 13～16週間：10,890ペソ

Prestigioホテル1人部屋 ¥90,000 ¥160,000 ¥220,000 ¥260,000 ¥515,000 ¥775,000 ¥1,030,000 ¥1,290,000 ¥1,545,000 17～20週間：13,630ペソ

Prestigioホテル2人部屋 ¥70,000 ¥114,000 ¥164,000 ¥210,000 ¥415,000 ¥625,000 ¥830,000 ¥1,040,000 ¥1,245,000 21～24週間：16,340ペソ

※5週以上の料金は、（上記4週間の金額）÷4×留学期間（週）になります。

3D ACADEMY 料金表

入学金

¥15,000



　＊お部屋タイプ＊

　◯内部寮･･･2人部屋、3人部屋、4人部屋

一律 　◯新ビル寮･･･2人部屋、4人部屋

　◯Prestigioホテル寮･･･2人部屋

■KIDSコース ※長期割引適用済み 　◯Tsaiホテル寮･･･2人部屋

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

2人部屋 ¥60,000 ¥105,000 ¥146,000 ¥180,000 ¥355,000 ¥535,000 ¥710,000 ¥890,000 ¥1,065,000 【左記料金に含まれる費用】

3人部屋 ¥55,000 ¥90,000 ¥128,000 ¥159,000 ¥313,000 ¥472,000 ¥626,000 ¥785,000 ¥939,000 授業料、宿泊費、食費（3食）

4人部屋 ¥50,000 ¥82,000 ¥117,000 ¥149,000 ¥293,000 ¥442,000 ¥586,000 ¥735,000 ¥879,000 無料インターネット、洗濯・掃除サービス、

Prestigioホテル2人部屋 ¥65,000 ¥104,000 ¥149,000 ¥190,000 ¥375,000 ¥565,000 ¥750,000 ¥940,000 ¥1,125,000 空港ピックアップ（平日到着の便は別途1500ペソ）

【現地にてお支払いが必要な費用】

■Parent Generalコース ※長期割引適用済み ①SSP（修学許可書）：6,500ペソ（公証手数料込み）

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 ②ACR I-Card：3,000ペソ（8週間以上留学の場合）

2人部屋 ¥52,500 ¥90,000 ¥123,500 ¥150,000 ¥295,000 ¥445,000 ¥590,000 ¥740,000 ¥885,000 ③教材費：必要に応じて購入（4週で約1,000ペソ）

3人部屋 ¥47,500 ¥75,000 ¥105,500 ¥129,000 ¥253,000 ¥382,000 ¥506,000 ¥635,000 ¥759,000 ④電気代：メーター計算（4週で約300～1,500ペソ）

4人部屋 ¥42,500 ¥67,000 ¥94,500 ¥119,000 ¥233,000 ¥352,000 ¥466,000 ¥585,000 ¥699,000 ⑤管理費：150ペソ/週

Prestigioホテル2人部屋 ¥57,500 ¥89,000 ¥126,500 ¥160,000 ¥315,000 ¥475,000 ¥630,000 ¥790,000 ¥945,000 ⑥デポジット：1～19週→2,500ペソ　20週以上→5,000ペソ

　※施設破損等なければ退寮時に返金

■Parent Vacationコース ※長期割引適用済み ⑦帰国時空港使用税：750ペソ（空港にて支払い）

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

2人部屋 ¥45,000 ¥75,000 ¥101,000 ¥120,000 ¥235,000 ¥355,000 ¥470,000 ¥590,000 ¥705,000 【VISA延長費用】

3人部屋 ¥40,000 ¥60,000 ¥83,000 ¥99,000 ¥193,000 ¥292,000 ¥386,000 ¥485,000 ¥579,000 5～8週間：3,440ペソ　　/　　9～12週間：8,150ペソ

4人部屋 ¥35,000 ¥52,000 ¥72,000 ¥89,000 ¥173,000 ¥262,000 ¥346,000 ¥435,000 ¥519,000 13～16週間：10,890ペソ　　/　　17～20週間：13,630ペソ

Prestigioホテル2人部屋 ¥50,000 ¥74,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥255,000 ¥385,000 ¥510,000 ¥640,000 ¥765,000 21～24週間：16,340ペソ

※5週以上の料金は、（上記4週間の金額）÷4×留学期間（週）になります。

親子留学　料金表

入学金

¥15,000


