
(*1) ESL by Cambridge には上級者用のCAEコースのご用意が御座います。料金はお問い合せ下さい。 1 2 3 4 5

【料金】13週など4の倍数でない倍は、4週の料金を4で割り、答の数字を該当の週数で掛けて算出してください。 X X 〇 X X

例:ESL①3名部屋を7週間希望　4週間168,000円⇒168,000÷4=42,000x7=294,000円 〇 〇 〇 〇 〇

【SMEAG校学生寮について】　SMEAG校学生寮の入寮日は毎週日曜日、退寮日は毎週土曜日です。 〇 〇 〇 〇 X

SMEAG校　2018年料金表①

５人

1:1を４コマ含みます。ケンブリッジを元に、基礎的な英語力を総合的に養います。初級の生徒はKET、中上級の生徒はPET/FCEをベースとします。

¥87,300

¥81,000

¥75,600

¥72,000

¥68,400

¥126,100 ¥164,900

¥109,200 ¥142,800

¥194,000 ¥388,000 ¥582,000 ¥1,164,000

¥117,000

¥98,800 ¥129,200 ¥152,000 ¥304,000 ¥456,000 ¥912,000

¥104,000

¥1,176,000

４人 ¥84,600 ¥122,200 ¥159,800 ¥188,000 ¥376,000 ¥564,000 ¥1,128,000

ESL②

by

Cambridge

*1

Nスパルタ

クラシック

キャピタル

１人 ¥99,900 ¥144,300 ¥188,700 ¥222,000 ¥444,000

Nスパルタ

クラシック

キャピタル

部屋タイプ

Course Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w

¥666,000

２人 ¥93,600 ¥135,200

５人 ¥81,000 ¥117,000 ¥153,000 ¥180,000 ¥360,000 ¥540,000

¥176,800 ¥208,000 ¥416,000 ¥624,000

３人 ¥88,200 ¥127,400 ¥166,600 ¥196,000 ¥392,000 ¥588,000

1:1を4コマ含みます。TOEFL点数取得に必要な英語技能の習得を効率的に行います。

¥408,000 ¥612,000 ¥1,224,000

4人 ¥88,200 ¥127,400 ¥166,600 ¥196,000 ¥392,000 ¥588,000 ¥1,176,000

1:1を4コマ含みます。これからTOEFLを学ぶ方のためのコース。

TOEFL

60/80/

90/100

キャピタル

１人 ¥103,500 ¥149,500 ¥195,500 ¥230,000 ¥460,000 ¥690,000 ¥1,380,000

２人 ¥97,200 ¥140,400 ¥183,600 ¥216,000 ¥432,000 ¥648,000 ¥1,296,000

３人 ¥91,800 ¥132,600 ¥173,400 ¥204,000

¥1,140,000

4人 ¥81,900 ¥118,300 ¥154,700 ¥182,000 ¥364,000 ¥546,000 ¥1,092,000

¥1,296,000

２人 ¥90,900 ¥131,300 ¥171,700 ¥202,000 ¥404,000 ¥606,000 ¥1,212,000TOEFL

Pre
キャピタル

１人 ¥97,200 ¥140,400 ¥183,600 ¥216,000 ¥432,000 ¥648,000

３人 ¥85,500 ¥123,500 ¥161,500 ¥190,000 ¥380,000 ¥570,000

TOEIC

Pre

TOEIC

600/700

800/900

4w 8w 12w 24w

ESL①

by

Cambridge

*1

Nスパルタ

クラシック

キャピタル

１人

２人

３人

Course Campus Room 1w 2w 3w

¥153,000 ¥180,000 ¥360,000 ¥540,000 ¥1,080,000

４人 ¥136,000 ¥160,000 ¥320,000 ¥480,000 ¥960,000

¥168,000 ¥336,000 ¥504,000 ¥1,008,000

1:1を4コマ含みます。これからTOEICを学ぶ方のためのコース。

1:1を4コマ含みます。TOEIC点数取得に必要な英語技能の習得を効率的に行います。

¥540,000 ¥1,080,000

４人 ¥77,400 ¥111,800 ¥146,200 ¥172,000 ¥344,000 ¥516,000 ¥1,032,000

３人 ¥81,000

1:1を6コマ含みます。ケンブリッジを元に、基礎的な英語力を総合的に養います。初級の生徒はKET、中上級の生徒はPET/FCEをベースとします。

¥618,000 ¥1,236,000

２人 ¥86,400 ¥124,800 ¥163,200 ¥192,000 ¥384,000 ¥576,000 ¥1,152,000

¥1,080,000

¥1,248,000

24w

¥1,332,000

¥117,000 ¥153,000 ¥180,000 ¥360,000

キャピタル

１人 ¥96,300 ¥139,100 ¥181,900 ¥214,000 ¥428,000

Room 1w 2w 3w 4w 8w

キャピタル

１人 ¥92,700 ¥133,900 ¥175,100 ¥206,000 ¥412,000

３人 ¥84,600 ¥122,200 ¥159,800 ¥188,000 ¥376,000

¥642,000 ¥1,284,000

２人 ¥90,000 ¥130,000 ¥170,000 ¥200,000 ¥400,000 ¥600,000 ¥1,200,000

Course Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w 24w

12w 24wCourse Campus

¥564,000 ¥1,128,000

４人 ¥81,000 ¥117,000 ¥153,000 ¥180,000 ¥360,000 ¥540,000 ¥1,080,000

24wCourse Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w

24wCourse Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w



【料金に含まれる費用】

授業料、宿泊費、食事（土日祝含む1日3食）、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス

【上記料金以外に掛かる費用】 【Sホテル滞在プラン（キャピタルキャンパスのみ）】

入学金 15,000円 お一人部屋料金に対して、1週間10,000円の追加。18歳以上限定。

【現地支払い費用（SMEAG校でのお支払い）】 【VISA延長費用（留学期間5週間以上）】

SSP（特別学生許可証） 6,500ペソ 5 - 8 週間 3,440ペソ

水光熱費 約500ペソ/週　*目安 9 - 12 週間 8,150ペソ

教材費 500~1500ペソ 13 - 16 週間 10,890ペソ

（コース・レベルにより異なる） 17 - 20 週間 13,630ペソ

寮保証金 3,000ペソ 21 - 24 週間 16,370ペソ

ACRI-CARD（59日以上滞在の場合） 3,000ペソ

SMEAG校東京オフィス 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-2-9-4F TEL: 03-5302-2239 FAX: 03-5302-2238 Email: info@achievegoal.jp

5人 ¥84,600 ¥122,200 ¥159,800 ¥188,000 ¥376,000 ¥564,000 ¥1,128,000

1:1を4コマ含みます。IELTS点数取得に必要な英語技能の習得を効率的に行います。

¥88,200 ¥127,400 ¥166,600 ¥196,000 ¥392,000 ¥588,000 ¥1,176,000

３人 ¥91,800 ¥132,600 ¥173,400 ¥204,000 ¥408,000 ¥612,000 ¥1,224,000

IELTS

5.5/6.0/

6.5/7.0

クラシック

１人 ¥103,500 ¥149,500 ¥195,500 ¥230,000 ¥460,000 ¥690,000 ¥1,380,000

２人 ¥97,200 ¥140,400

IELTS

Pre
クラシック

1:1を4コマ含みます。これからIELTSを学ぶ方のためのコース。

¥183,600 ¥216,000 ¥432,000 ¥648,000 ¥1,296,000

4人

4人 ¥81,900 ¥118,300 ¥154,700 ¥182,000 ¥364,000 ¥546,000 ¥1,092,000

１人 ¥97,200 ¥140,400 ¥183,600 ¥216,000 ¥432,000 ¥648,000 ¥1,296,000

２人 ¥90,900 ¥131,300 ¥171,700 ¥202,000 ¥404,000 ¥606,000 ¥1,212,000

Course Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w 24w

Course Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w

¥570,000 ¥1,140,000

5人 ¥78,300 ¥113,100 ¥147,900 ¥174,000 ¥348,000 ¥522,000 ¥1,044,000

３人 ¥85,500 ¥123,500 ¥161,500

SMEAG校　2018年料金表②

Course Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w 24w

24w

¥190,000 ¥380,000

ビジネス キャピタル

１人 ¥121,400 ¥198,400 ¥275,400 ¥341,400 ¥682,700 ¥1,024,000

３人 ¥103,200 ¥169,200 ¥235,200 ¥290,200 ¥580,400 ¥870,600

¥2,048,000

２人 ¥109,300 ¥180,800 ¥252,300 ¥312,800 ¥625,500 ¥938,200 ¥1,876,400

¥1,741,100

4人 ¥97,100 ¥157,600 ¥218,100 ¥273,100 ¥546,100 ¥819,100 ¥1,638,200

1:1を8コマ含みます。マンツーマン中心の授業で、ビジネスに必要な英語スキルやプレゼンテーション能力を身に付けます。

Course Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w 24w

¥1,080,000

¥1,152,000ファミリー

プログラム

（2-5歳）

キャピタル

2人 ¥86,400 ¥124,800 ¥163,200 ¥192,000 ¥384,000 ¥576,000

３人 ¥81,000 ¥117,000 ¥153,000 ¥180,000 ¥360,000 ¥540,000

4人 ¥77,400 ¥111,800 ¥146,200 ¥172,000 ¥344,000 ¥1,032,000

2歳から5歳のお子様と親御様が同じキャンパスでレッスンを受けます。お子様はビジービー（託児所）にて受講、親御様はESL1コースを受講します。

Course Campus Room 1w 2w 3w 4w 8w 12w 24w

¥516,000

6歳から12歳のお子様と親御様が同じキャンパスでレッスンを受けます。お子様には初級から上級のご用意があり、親御様はESL1コースを受講します。

2人 ¥86,400 ¥124,800 ¥163,200 ¥192,000 ¥384,000 ¥576,000 ¥1,152,000ファミリー

プログラム

（6-12歳）

Nスパルタ

3人 ¥81,000 ¥117,000 ¥153,000 ¥180,000 ¥360,000 ¥540,000 ¥1,080,000


