
〜ストーリーシェア・セブ校 留学費⽤〜 

研修費⽤（4 週間の場合） 

平⽇授業料（⼟・⽇・祝⽇除く）・宿泊費・3 ⾷込み 

（⾷事︓⼟曜⽇、⽇曜⽇、フィリピンの祝祭⽇を除く） 

 

◆セブ Basic 校舎 （4 週間の場合）  

コース 

平⽇毎⽇授業 

1 ⽇ 4 時間コース 

マンツーマン 2 時間

＋ 

無料グループ 2 時間 

1 ⽇ 6 時間コース 

マンツーマン 4 時間

＋ 

無料グループ 2 時間 

１⽇ 8 時間コース 

マンツーマン 6 時間

＋ 

無料グループ 2 時間 

1 ⽇ 10 時間コース 

マンツーマン 8 時間

＋ 

無料グループ 2 時間 

４⼈部屋 50,600 ペソ 

（111,000 円） 

63,600 ペソ 
（140,000 円） 

76,600 ペソ 

（169,000 円） 

89,600 ペソ 

（198,000 円） 

２⼈部屋 58,700 ペソ 

（129,000 円） 

71,700 ペソ 

（158,000 円） 

84,700 ペソ 

（187,000 円） 

97,700 ペソ 

（216000 円） 

１⼈部屋 A 63,250 ペソ 

（13,9000 円） 

76,250 ペソ 

（168,000 円） 

89,250 ペソ 

（197,000 円） 

102,250 ペソ 

（226,000 円） 

１⼈部屋 B 67,900 ペソ 

（149,000 円） 

80,900 ペソ 

(178,000 円） 

93,900 ペソ 

（207,000 円） 

106,900 ペソ 

（236,000 円） 

１⼈部屋 C 70,150 ペソ 

（154,000 円） 

83,150 ペソ 

（183,000 円） 

96,150 ペソ 

（212,000 円） 

109,150 ペソ 

（241,000 円） 

１⼈部屋 D 71,300 ペソ 

（157,000 円） 

84,300 ペソ 

（186,000 円） 

97,300 ペソ 

（215,000 円） 

110,300 ペソ 

（244,000 円） 

※トイレ・シャワーは全部屋についております。 



◆セブ英語漬け校舎◆ EOP 校舎 (学校内外 ⽇本語禁⽌)（4 週間の場合） 

コース 

平⽇毎⽇授業 

1 ⽇ 4 時間コース 

マンツーマン 2 時間＋ 

無料グループ 2 時間 

1 ⽇ 6 時間コース 

マンツーマン 4 時間＋ 

無料グループ 2 時間 

1 ⽇ 8 時間コース 

マンツーマン 6 時間＋ 

無料グループ 2 時間 

1 ⽇ 10 時間コース 

マンツーマン 8 時間＋ 

無料グループ 2 時間 

2 ⼈部屋 A 45,000 ペソ 

(99,000 円) 

58,000 ペソ 

（128,000 円） 

71,000 ペソ 

（157,000 円） 

84,000 ペソ 

（186,000 円） 

2 ⼈部屋 B 54,000 ペソ 

（119,000 円） 

67,000 ペソ 

（148,000 円） 

80,000 ペソ 

（177,000 円） 

93,000 ペソ 

（206,000 円） 

1 ⼈部屋 A 57,500 ペソ 

(127,000 円） 

70,500 ペソ 

（156,000 円） 

83,500 ペソ 

（185,000 円） 

96,500 ペソ 

（214,000 円） 

1 ⼈部屋 B 59,000 ペソ 

（130,000 円） 

72,000 ペソ 

（159,000 円） 

85,000 ペソ 

（188,000 円） 

98,000 ペソ 

（217,000 円） 

1 ⼈部屋 C 60,000 ペソ 

（132,000 円） 

73,000 ペソ 

（161,000 円） 

86,000 ペソ 

（190,000 円） 

99,000 ぺソ 

（219,000 円） 

1 ⼈部屋 D 61,000 ペソ 

（134,000 円） 

74,000 ペソ 

（163,000 円） 

87,000 ペソ 

（192,000 円） 

100,000 ペソ 

（221,000 円） 

 

※当校はペソでの表記を原則としております。円での表記はおおよその⾦額であり、その⽉の為替レートによ

って変動いたしますこと、あらかじめご了承ください。 

 

※お⾒積は当校規定レートで円換算しております。当校規定レートは⽉始の Yahoo ファイナンスレートに学

校規定 0.03 を加算して算出しております。（ネット上でのレートと現地換⾦所の変換率が異なるため、この

ように対応しております。上記の⽅法以外ではご対応いたしかねますのでご了承ください。） 

※3 週間以内の滞在について 

留学期間 3 週間以下の場合は、1 週間の場合 4 週間の研修費の 30%（8 ⽉から 9 ⽉ 3 週⽬， 2，3 ⽉を含

む場合は 35%）、2 週間の場合 4 週間の研修費の 55%（8 ⽉から 9 ⽉ 3 週⽬，2，3 ⽉を含む場合は 60%）、



3 週間の場合 4 週間の研修費の 80%（8 ⽉から 9 ⽉ 3 週⽬，2，3 ⽉を含む場合は 85%）料⾦となります。

また、留学期間 5 週間以上は 1 週間単位で加算されます。例えば 5 週間の場合、4 週間の研修費⽤＋1 週間

（4 週間の研修費⽤の 25％）となります。 

⽔・共益費も同率で算出されます。 

 

※マンツーマン授業を⼀時間追加する場合の追加費⽤は、通常クラスが 5,500 ペソ、特別クラスが 7,000 ペ

ソとなります(4 週)。マンツーマン授業の授業内容を通常クラスから特別クラスへ変更する場合の追加費⽤は、

1 時間につき 1,500 ペソとなります(4 週)。学校に到着してからの申込みや変更も講師の空きがあれば週毎に

可能です。ただし特別クラスから通常クラスに変更した際の返⾦はありません。 

●通常授業︓サイクルラーニングメソッド(CL)、サイドバイサイド(SBS)、スーパーベーシックグラマー(SBG)、

スピーキング、リスニング、洋楽クラス等 

●特別授業︓発⾳矯正、洋楽クラス/リスニング（シラブル/発⾳記号付）、シラブルクラス、ST メソッド、

TOEIC、 TED discussion 等 

 

※コース名の授業時間数には夜の無料グループクラス 2 時間分が含まれています。（参加不参加⾃由） 

グループクラスはサービス向上への取り組みの⼀環として、無料でご提供させていただいております。グルー

プクラスに参加されなくても授業料が下がることはございません。また講師が⽋席した場合、代⾏講師が⾒つ

からない場合の補償もございません。  

 

※毎⽉第 4 週⽬の⾦曜は午前中にリスニング、リーディング、スピーキングの総合実⼒テスト、午後からアク

ティビティーを⾏います。 

 

※通常のご予約（留学期間 4 週間以上の場合）は 1 年前からお受け付けしております。 

留学期間 3 週間以下の場合︓2 ヶ⽉前からご予約可能 

留学期間 3 週間以下で⼤型連休（ゴールデンウィーク・お盆・クリスマス・年末年始）を挟む場合︓4 週間前

からご予約可能 

 

※学校がお休みの⽇も追加料⾦でマンツーマン授業を受講できます。(現地予約・現地⽀払) 

週末授業(⼟⽇)︓通常マンツーマン 350 ペソ 特別授業 400 ペソ 

祝⽇授業︓通常マンツーマン 400 ペソ 特別授業 450 ペソ 

 

 



その他の諸経費 

◆⽇本からご送⾦いただく費⽤ 

⼊学⾦ 初回の⼊学時のみ必要 7,000 ペソ 

⽔・共益費 ⽔道代・学校設備の維持等 3,000 ペソ（4 週間） 

空港出迎えサービス料⾦ 希望者のみ*1 1,600 ペソ 

空港⾒送りサービス料⾦ 希望者のみ*2 1,600 ペソ 

為替⼿数料 合計⾦額に 5％上乗せしてお振込みいただきます ̶ 

  

*1 空港出迎えサービス︓1,600 ペソ（⽇曜⽇ 8︓00〜22︓00 まで）時間外は 500 ペソ 

空港出迎えサービスは⽇曜⽇のみとなります。その他の曜⽇をご希望の場合には追加料⾦の発⽣、もしくはお

断りする場合がございます。 

*2 空港⾒送りサービス︓1,600 ペソ（現地でのお申込み可能） 

スタッフがタクシーを⼿配し、空港まで同乗いたします。 

※ほとんどの⽣徒様がご⾃⾝で空港まで向かわれます。 

 

◆ご留学準備に必要な費⽤ 

パスポート取得料⾦ 各都道府県の旅券発給窓⼝までお問合せください ̶ 

航空券代⾦ 各旅⾏代理店にお問合せください ̶ 

海外旅⾏保険料 各保険会社にお問合せください ̶ 

証明写真料⾦ SSP 申請時に必要（現地でも撮影可） ̶ 

 

◆現地にてお⽀払いいただく費⽤ 

観光ビザ延⻑ 以下参照*1 代⾏料込み ̶ 

SSP 取得料⾦ 以下参照*2 代⾏料込み 6,500 ペソ 

ACRI-CARD 取得料 以下参照*3 代⾏料込み 3,500 ペソ 

エアコン代 使⽤料に応じた電気代*4 500〜1,500 ペソ(4 週間) 

教材代 ⼊学時に約 3 冊、その後 1 ヶ⽉ 2〜3 冊程度 1 冊 500〜1,000 ペソ 

施設保証⾦ 器物破損等がなければ退出時に全額を返⾦*5 4,000 円または 1,500 ペソ 

空港使⽤料 出国時に必要*6 850 ペソ（現⾦のみ） 

前泊料⾦ 希望者のみ／⽇曜午前 8 時以前にご到着の⽅*７ 

EOP 校舎︓750 ペソ/泊 

NOEOP 校舎 850 ペソ/拍 

※エアコン代込み 



後泊料⾦ 希望者のみ／⽇曜⽇以降にご退出の⽅*７ 

EOP 校舎︓750 ペソ/泊 

NOEOP 校舎 850 ペソ/拍 

※エアコン代込み 

ECC 取得料 6 か⽉以上滞在の⽅のみ 以下参照*８ 700 ペソ 

病院付き添いサービス 
⽇本⼈もしくはフィリピン⼈スタッフが付き添いま

す 
2,500 ペソ（半⽇） 

プリントアウト・サービス 平⽇ 8:00〜16:00 の間となります 5 ペソ／1 枚 

洗濯代 近くにあるランドリーをご利⽤ください ̶ 

 

*1 観光ビザ延⻑費⽤ 

ビザ 延⻑料⾦ 合計 

30 ⽇まで 無料 0 

59 ⽇まで PHP 3,640 PHP 3,640 

89 ⽇まで PHP 4,910 PHP 8,550 

119 ⽇まで PHP 2,940 PHP 11,490 

149 ⽇まで PHP 2,940 PHP 14,430 

179 ⽇まで PHP 2,940 PHP 17,370 

209 ⽇まで PHP 4,350 PHP 21,720 

239 ⽇まで PHP 2,940 PHP 24,660 

269 ⽇まで PHP 2,940 PHP 27,600 

299 ⽇まで PHP 2,940 PHP 30,540 

329 ⽇まで PHP 2,940 PHP 33,480 

359 ⽇まで PHP 2,940 PHP 36,420 

 

*2 SSP（特別学習許可証）の取得︓6,500 ペソ 

留学ビザではなく観光ビザで滞在しながら合法的に学習が出来る許可証です。 

 

*3 ACRI-CARD（外国⼈登録証）の取得︓3,500 ペソ 

留学する全ての外国⼈と 60 ⽇以上滞在する全ての観光客に必要な⾝分証明書です。 

 

*4 エアコン代 

エアコン代は使⽤した分のみメーターで計算しご清算いただきます。 

メーターで清算（約 1 時間/1kw/15 ペソ）し、ご退出時にお⽀払いただきます。複数⼈部屋の場合は折半と



なります。個⼈の使⽤状況によりますが、4 週間の⽅で平均 500〜1,500 ペソが⽬安です。 

 

*5 施設保証⾦︓4,000 円または 1,500 ペソ 

当校施設を保護するため、デポジットとしてご⼊校後にお預かりいたします。このお⾦は施設の利⽤に問題が

ない限り退出時（ルームキーとメインドアキー返却時）に全額返⾦させていただきます。但し、施設・その他

備品に破損があった場合、費⽤を保証⾦から控除、もしくは追加してお⽀払いいただくこともありますので、

あらかじめご了承ください。 

 

*6 空港使⽤料︓850 ペソ（現⾦のみ） 

セブから国際線をご利⽤される⽅は、空港で 750 ペソを⽀払わなければなりません。 

 

*7 前泊・後泊︓EOP︓750 ペソ、NOEOP︓850 ペソ/1 泊※エアコン代込み（⾷事付き︓EOP︓1000 ペソ

NOEOP︓1100 ペソ/1 泊） 

チェックイン時間は、⽇曜⽇の午前 8 時以降となっております。 

それ以前に、ご到着の場合でもご宿泊が可能です（電気代込）。 

お⽀払は、現地にて初⽇オリエンテーション時に、ペソ払いでお願いいたします。 

お⾒積り前に前泊をすでに決定されている⽅はお振込みに含めることも可能です。 

チェックアウト時間は、⼟曜⽇の午前 12 時となっております。 

⽇曜⽇以降に退出をご希望の場合は、ご宿泊が可能です（電気代込）。 

ご退出⽇の 1 週間前までにお知らせいただき、出発前までにお⽀払いを完了いただきますようお願いいたし

ます。 

 

*8 ECC(出国許可書)︓700 ペソ 

6 か⽉以上フィリピンに滞在する⽅は、取得していただく必要があります。代⾏⼿続きは⾏っておらず、ご⾃

⾝で移⺠局にてお⼿続きをしていただいております。 ※取得料は事前のお知らせがなく、変更になる可能性

がございますので、あらかじめご了承ください。 

 


