
基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥88,000 ¥139,600 ¥187,300 ¥225,000 ¥337,500 ¥445,000 ¥670,000 ¥890,000 ¥1,115,000 ¥1,335,000

2人部屋 ¥69,300 ¥108,000 ¥143,200 ¥169,000 ¥253,500 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000

3人部屋 ¥66,700 ¥102,600 ¥135,100 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

4人部屋 ¥48,400 ¥77,500 ¥109,900 ¥139,000 ¥208,500 ¥273,000 ¥412,000 ¥546,000 ¥685,000 ¥819,000

2段ベッド 6人部屋 ¥33,800 ¥63,800 ¥89,800 ¥113,800 ¥170,700 ¥222,600 ¥336,400 ¥445,200 ¥559,000 ¥667,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥90,200 ¥144,300 ¥194,600 ¥235,000 ¥352,500 ¥465,000 ¥700,000 ¥930,000 ¥1,165,000 ¥1,395,000

2人部屋 ¥71,500 ¥112,800 ¥150,600 ¥179,000 ¥268,500 ¥353,000 ¥532,000 ¥706,000 ¥885,000 ¥1,059,000

3人部屋 ¥68,900 ¥107,400 ¥142,400 ¥168,000 ¥252,000 ¥331,000 ¥499,000 ¥662,000 ¥830,000 ¥993,000

4人部屋 ¥49,900 ¥82,000 ¥117,000 ¥149,000 ¥223,500 ¥293,000 ¥442,000 ¥586,000 ¥735,000 ¥879,000

2段ベッド 6人部屋 ¥38,800 ¥73,800 ¥104,800 ¥133,800 ¥200,700 ¥262,600 ¥396,400 ¥525,200 ¥659,000 ¥787,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥94,600 ¥153,800 ¥209,300 ¥255,000 ¥382,500 ¥505,000 ¥760,000 ¥1,010,000 ¥1,265,000 ¥1,515,000

2人部屋 ¥76,100 ¥122,400 ¥165,300 ¥199,000 ¥298,500 ¥393,000 ¥592,000 ¥786,000 ¥985,000 ¥1,179,000

3人部屋 ¥73,400 ¥117,000 ¥157,100 ¥188,000 ¥282,000 ¥371,000 ¥559,000 ¥742,000 ¥930,000 ¥1,113,000

4人部屋 ¥59,900 ¥102,000 ¥147,000 ¥169,000 ¥253,500 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000

2段ベッド 6人部屋 ¥48,800 ¥93,800 ¥134,800 ¥153,800 ¥230,700 ¥302,600 ¥456,400 ¥605,200 ¥759,000 ¥907,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥105,000 ¥174,100 ¥239,500 ¥295,000 ¥442,500 ¥585,000 ¥880,000 ¥1,170,000 ¥1,465,000 ¥1,755,000

2人部屋 ¥86,700 ¥143,000 ¥195,700 ¥239,000 ¥358,500 ¥473,000 ¥712,000 ¥946,000 ¥1,185,000 ¥1,419,000

3人部屋 ¥84,100 ¥137,600 ¥188,100 ¥228,000 ¥342,000 ¥451,000 ¥679,000 ¥902,000 ¥1,130,000 ¥1,353,000

4人部屋 ¥77,200 ¥134,800 ¥187,500 ¥209,000 ¥313,500 ¥413,000 ¥622,000 ¥826,000 ¥1,035,000 ¥1,239,000

2段ベッド 6人部屋 ¥72,600 ¥130,600 ¥184,400 ¥193,800 ¥290,700 ¥382,600 ¥576,400 ¥765,200 ¥959,000 ¥1,147,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

2018年度 学費リスト
※2018年1月1日以降のお申込に適用

下記料金は、授業料と寮費の合計金額になります

＜一般英語 ESL5＞ 
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×5コマ,グループ×3コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

＜一般英語 ESL6＞ 

＜一般英語 ESL8＞ 

＜一般英語 Super ESL8＞

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×2コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) マンツーマン×8コマ



 基本10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥99,100 ¥163,400 ¥224,000 ¥275,000 ¥412,500 ¥545,000 ¥820,000 ¥1,090,000 ¥1,365,000 ¥1,635,000

2人部屋 ¥80,800 ¥132,100 ¥180,100 ¥219,000 ¥328,500 ¥433,000 ¥652,000 ¥866,000 ¥1,085,000 ¥1,299,000

3人部屋 ¥78,000 ¥126,700 ¥171,900 ¥208,000 ¥312,000 ¥411,000 ¥619,000 ¥822,000 ¥1,030,000 ¥1,233,000

4人部屋 ¥69,900 ¥122,000 ¥170,000 ¥189,000 ¥283,500 ¥373,000 ¥562,000 ¥746,000 ¥935,000 ¥1,119,000

2段ベッド 6人部屋 ¥58,800 ¥113,800 ¥164,800 ¥173,800 ¥260,700 ¥342,600 ¥516,400 ¥685,200 ¥859,000 ¥1,027,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

 基本5コマ+オプション2コマ＝最大7コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥88,000 ¥139,600 ¥187,300 ¥225,000 ¥337,500 ¥445,000 ¥670,000 ¥890,000 ¥1,115,000 ¥1,335,000

2人部屋 ¥69,300 ¥108,000 ¥143,200 ¥169,000 ¥253,500 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000

3人部屋 ¥66,700 ¥102,600 ¥135,100 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

4人部屋 ¥48,400 ¥77,500 ¥109,900 ¥139,000 ¥208,500 ¥273,000 ¥412,000 ¥546,000 ¥685,000 ¥819,000

2段ベッド 6人部屋 ¥33,800 ¥63,800 ¥89,800 ¥113,800 ¥170,700 ¥222,600 ¥336,400 ¥445,200 ¥559,000 ¥667,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本7コマ+オプション2コマ＝最大9コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥94,600 ¥153,800 ¥209,300 ¥255,000 ¥382,500 ¥505,000 ¥760,000 ¥1,010,000 ¥1,265,000 ¥1,515,000

2人部屋 ¥76,100 ¥122,400 ¥165,300 ¥199,000 ¥298,500 ¥393,000 ¥592,000 ¥786,000 ¥985,000 ¥1,179,000

3人部屋 ¥73,400 ¥117,000 ¥157,100 ¥188,000 ¥282,000 ¥371,000 ¥559,000 ¥742,000 ¥930,000 ¥1,113,000

4人部屋 ¥59,900 ¥102,000 ¥147,000 ¥169,000 ¥253,500 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000

2段ベッド 6人部屋 ¥48,800 ¥93,800 ¥134,800 ¥153,800 ¥230,700 ¥302,600 ¥456,400 ¥605,200 ¥759,000 ¥907,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本9コマ+オプション2コマ＝最大11コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥105,000 ¥174,100 ¥239,500 ¥295,000 ¥442,500 ¥585,000 ¥880,000 ¥1,170,000 ¥1,465,000 ¥1,755,000

2人部屋 ¥86,700 ¥143,000 ¥195,700 ¥239,000 ¥358,500 ¥473,000 ¥712,000 ¥946,000 ¥1,185,000 ¥1,419,000

3人部屋 ¥84,100 ¥137,600 ¥188,100 ¥228,000 ¥342,000 ¥451,000 ¥679,000 ¥902,000 ¥1,130,000 ¥1,353,000

4人部屋 ¥77,200 ¥134,800 ¥187,500 ¥209,000 ¥313,500 ¥413,000 ¥622,000 ¥826,000 ¥1,035,000 ¥1,239,000

2段ベッド 6人部屋 ¥72,600 ¥130,600 ¥184,400 ¥193,800 ¥290,700 ¥382,600 ¥576,400 ¥765,200 ¥959,000 ¥1,147,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

(月〜金曜日) マンツーマン×10コマ　(土曜日) グループ×3コマ

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

＜TOEIC8,TOEFL8,IELTS8コース＞

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

＜TOEIC6,TOEFL6,IELTS6コース＞

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×4コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

＜TOEIC4,TOEFL4,IELTS4コース＞

＜一般英語 ESL10＞



基本5コマ+オプション2コマ＝最大7コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥88,000 ¥139,600 ¥187,300 ¥225,000 ¥337,500 ¥445,000 ¥670,000 ¥890,000 ¥1,115,000 ¥1,335,000

2人部屋 ¥69,300 ¥108,000 ¥143,200 ¥169,000 ¥253,500 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000

3人部屋 ¥66,700 ¥102,600 ¥135,100 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

4人部屋 ¥48,400 ¥77,500 ¥109,900 ¥139,000 ¥208,500 ¥273,000 ¥412,000 ¥546,000 ¥685,000 ¥819,000

2段ベッド 6人部屋 ¥33,800 ¥63,800 ¥89,800 ¥113,800 ¥170,700 ¥222,600 ¥336,400 ¥445,200 ¥559,000 ¥667,800

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

※　４週を超える明記されていない週数は、４週料金÷４×希望週数で算出できます。８週以上の場合、算出金額から長期割引金額を引く事になります。

※　１人部屋：２人部屋を１人でお使い頂きます。

※　３人部屋：４人部屋を３人でお使い頂きます。

※　６人部屋：４人部屋を６人でお使い頂きます。

※　４、６人部屋をご案内いただく場合は、シャワーとトイレが１つずつしかないことを必ずご説明ください。

※　８週以上は長期割引適応済み料金明記となります。長期割引は合計週数(入学～卒業まで)が８週以上で、全タイプのお部屋に適用されます。

※　料金に含まれるもの　授業料、宿泊費、食事（平日・祝日共に３食）、ルームクリーニング（週２回）、ランドリー（週２回）

※　期間中に異なるコースや部屋に変更する場合、各々の料金を下記の通り算出し合算します。合計週数(入学～卒業)により算出に用いる料金が異なります。

※　１～４部屋は、平置きタイプのベット、６人部屋は、２段ベットになります。

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×4コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

＜ビジネスコース＞

 合計２週：各コースの２週料金÷２×週数　　合計３週：各コースの３週料金÷３×週数　　合計４週以上：各コースの４週料金÷４×週数


