
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 ¥90,000 ¥146,300 ¥191,300 ¥225,000 ¥337,500 ¥445,000 ¥670,000 ¥890,000 ¥1,115,000 ¥1,335,000

2人部屋 ¥69,600 ¥113,100 ¥147,900 ¥174,000 ¥261,000 ¥343,000 ¥517,000 ¥686,000 ¥860,000 ¥1,029,000

3人部屋 ¥63,200 ¥102,700 ¥134,300 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

4人部屋 ¥57,600 ¥93,600 ¥122,400 ¥144,000 ¥216,000 ¥283,000 ¥427,000 ¥566,000 ¥710,000 ¥849,000

2段ベッド 6人部屋 ¥51,200 ¥83,200 ¥108,800 ¥128,000 ¥192,000 ¥251,000 ¥379,000 ¥502,000 ¥630,000 ¥753,000

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 ¥94,000 ¥152,800 ¥199,800 ¥235,000 ¥352,500 ¥465,000 ¥700,000 ¥930,000 ¥1,165,000 ¥1,395,000

2人部屋 ¥73,600 ¥119,600 ¥156,400 ¥184,000 ¥276,000 ¥363,000 ¥547,000 ¥726,000 ¥910,000 ¥1,089,000

3人部屋 ¥67,200 ¥109,200 ¥142,800 ¥168,000 ¥252,000 ¥331,000 ¥499,000 ¥662,000 ¥830,000 ¥993,000

4人部屋 ¥61,600 ¥100,100 ¥130,900 ¥154,000 ¥231,000 ¥303,000 ¥457,000 ¥606,000 ¥760,000 ¥909,000

2段ベッド 6人部屋 ¥55,200 ¥89,700 ¥117,300 ¥138,000 ¥207,000 ¥271,000 ¥409,000 ¥542,000 ¥680,000 ¥813,000

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 ¥102,000 ¥165,800 ¥216,800 ¥255,000 ¥382,500 ¥505,000 ¥760,000 ¥1,010,000 ¥1,265,000 ¥1,515,000

2人部屋 ¥81,600 ¥132,600 ¥173,400 ¥204,000 ¥306,000 ¥403,000 ¥607,000 ¥806,000 ¥1,010,000 ¥1,209,000

3人部屋 ¥75,200 ¥122,200 ¥159,800 ¥188,000 ¥282,000 ¥371,000 ¥559,000 ¥742,000 ¥930,000 ¥1,113,000

4人部屋 ¥69,600 ¥113,100 ¥147,900 ¥174,000 ¥261,000 ¥343,000 ¥517,000 ¥686,000 ¥860,000 ¥1,029,000

2段ベッド 6人部屋 ¥63,200 ¥102,700 ¥134,300 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

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 ¥118,000 ¥191,800 ¥250,800 ¥295,000 ¥442,500 ¥585,000 ¥880,000 ¥1,170,000 ¥1,465,000 ¥1,755,000

2人部屋 ¥97,600 ¥158,600 ¥207,400 ¥244,000 ¥366,000 ¥483,000 ¥727,000 ¥966,000 ¥1,210,000 ¥1,449,000

3人部屋 ¥91,200 ¥148,200 ¥193,800 ¥228,000 ¥342,000 ¥451,000 ¥679,000 ¥902,000 ¥1,130,000 ¥1,353,000

4人部屋 ¥85,600 ¥139,100 ¥181,900 ¥214,000 ¥321,000 ¥423,000 ¥637,000 ¥846,000 ¥1,060,000 ¥1,269,000

2段ベッド 6人部屋 ¥79,200 ¥128,700 ¥168,300 ¥198,000 ¥297,000 ¥391,000 ¥589,000 ¥782,000 ¥980,000 ¥1,173,000

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

(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

＜一般英語 ESL8＞ 
(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

＜一般英語 Super ESL8＞
(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

＜一般英語 ESL6＞ 

2019年　料金表
※2018年12月1日以降お申込みの方に適用

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



 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 ¥110,000 ¥178,800 ¥233,800 ¥275,000 ¥412,500 ¥545,000 ¥820,000 ¥1,090,000 ¥1,365,000 ¥1,635,000

2人部屋 ¥89,600 ¥145,600 ¥190,400 ¥224,000 ¥336,000 ¥443,000 ¥667,000 ¥886,000 ¥1,110,000 ¥1,329,000

3人部屋 ¥83,200 ¥135,200 ¥176,800 ¥208,000 ¥312,000 ¥411,000 ¥619,000 ¥822,000 ¥1,030,000 ¥1,233,000

4人部屋 ¥77,600 ¥126,100 ¥164,900 ¥194,000 ¥291,000 ¥383,000 ¥577,000 ¥766,000 ¥960,000 ¥1,149,000

2段ベッド 6人部屋 ¥71,200 ¥115,700 ¥151,300 ¥178,000 ¥267,000 ¥351,000 ¥529,000 ¥702,000 ¥880,000 ¥1,053,000

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

基本7コマ+無料オプション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 ¥98,000 ¥159,300 ¥208,300 ¥245,000 ¥367,500 ¥485,000 ¥730,000

2人部屋 ¥77,600 ¥126,100 ¥164,900 ¥194,000 ¥291,000 ¥383,000 ¥577,000

3人部屋 ¥71,200 ¥115,700 ¥151,300 ¥178,000 ¥267,000 ¥351,000 ¥529,000

4人部屋 ¥65,600 ¥106,600 ¥139,400 ¥164,000 ¥246,000 ¥323,000 ¥487,000

2段ベッド 6人部屋 ¥59,200 ¥96,200 ¥125,800 ¥148,000 ¥222,000 ¥291,000 ¥439,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000

 基本5コマ+無料オプション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 ¥90,000 ¥146,300 ¥191,300 ¥225,000 ¥337,500 ¥445,000 ¥670,000 ¥890,000 ¥1,115,000 ¥1,335,000

2人部屋 ¥69,600 ¥113,100 ¥147,900 ¥174,000 ¥261,000 ¥343,000 ¥517,000 ¥686,000 ¥860,000 ¥1,029,000

3人部屋 ¥63,200 ¥102,700 ¥134,300 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

4人部屋 ¥57,600 ¥93,600 ¥122,400 ¥144,000 ¥216,000 ¥283,000 ¥427,000 ¥566,000 ¥710,000 ¥849,000

2段ベッド 6人部屋 ¥51,200 ¥83,200 ¥108,800 ¥128,000 ¥192,000 ¥251,000 ¥379,000 ¥502,000 ¥630,000 ¥753,000

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

基本7コマ+無料オプション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 ¥102,000 ¥165,800 ¥216,800 ¥255,000 ¥382,500 ¥505,000 ¥760,000 ¥1,010,000 ¥1,265,000 ¥1,515,000

2人部屋 ¥81,600 ¥132,600 ¥173,400 ¥204,000 ¥306,000 ¥403,000 ¥607,000 ¥806,000 ¥1,010,000 ¥1,209,000

3人部屋 ¥75,200 ¥122,200 ¥159,800 ¥188,000 ¥282,000 ¥371,000 ¥559,000 ¥742,000 ¥930,000 ¥1,113,000

4人部屋 ¥69,600 ¥113,100 ¥147,900 ¥174,000 ¥261,000 ¥343,000 ¥517,000 ¥686,000 ¥860,000 ¥1,029,000

2段ベッド 6人部屋 ¥63,200 ¥102,700 ¥134,300 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

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

(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

＜一般英語 ESL10＞

＜TOEIC4,TOEFL4,IELTS4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

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

＜TOEIC6,TOEFL6,IELTS6コース＞

※　TOEIC500点以上保持している方向けの難易度の高いコースです。

※　12週間までのカリキュラムとなります。その他のコースと組み合わせることが可能です。

＜パワースピーキング＞ 
(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　(土曜日) グループ×3コマ

(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



基本9コマ+無料オプション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 ¥118,000 ¥191,800 ¥250,800 ¥295,000 ¥442,500 ¥585,000 ¥880,000 ¥1,170,000 ¥1,465,000 ¥1,755,000

2人部屋 ¥97,600 ¥158,600 ¥207,400 ¥244,000 ¥366,000 ¥483,000 ¥727,000 ¥966,000 ¥1,210,000 ¥1,449,000

3人部屋 ¥91,200 ¥148,200 ¥193,800 ¥228,000 ¥342,000 ¥451,000 ¥679,000 ¥902,000 ¥1,130,000 ¥1,353,000

4人部屋 ¥85,600 ¥139,100 ¥181,900 ¥214,000 ¥321,000 ¥423,000 ¥637,000 ¥846,000 ¥1,060,000 ¥1,269,000

2段ベッド 6人部屋 ¥79,200 ¥128,700 ¥168,300 ¥198,000 ¥297,000 ¥391,000 ¥589,000 ¥782,000 ¥980,000 ¥1,173,000

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

基本5コマ+無料オプション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 ¥90,000 ¥146,300 ¥191,300 ¥225,000 ¥337,500 ¥445,000 ¥670,000 ¥890,000 ¥1,115,000 ¥1,335,000

2人部屋 ¥69,600 ¥113,100 ¥147,900 ¥174,000 ¥261,000 ¥343,000 ¥517,000 ¥686,000 ¥860,000 ¥1,029,000

3人部屋 ¥63,200 ¥102,700 ¥134,300 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

4人部屋 ¥57,600 ¥93,600 ¥122,400 ¥144,000 ¥216,000 ¥283,000 ¥427,000 ¥566,000 ¥710,000 ¥849,000

2段ベッド 6人部屋 ¥51,200 ¥83,200 ¥108,800 ¥128,000 ¥192,000 ¥251,000 ¥379,000 ¥502,000 ¥630,000 ¥753,000

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

基本7コマ+無料オプション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 ¥102,000 ¥165,800 ¥216,800 ¥255,000 ¥382,500 ¥505,000 ¥760,000 ¥1,010,000 ¥1,265,000 ¥1,515,000

2人部屋 ¥81,600 ¥132,600 ¥173,400 ¥204,000 ¥306,000 ¥403,000 ¥607,000 ¥806,000 ¥1,010,000 ¥1,209,000

3人部屋 ¥75,200 ¥122,200 ¥159,800 ¥188,000 ¥282,000 ¥371,000 ¥559,000 ¥742,000 ¥930,000 ¥1,113,000

4人部屋 ¥69,600 ¥113,100 ¥147,900 ¥174,000 ¥261,000 ¥343,000 ¥517,000 ¥686,000 ¥860,000 ¥1,029,000

2段ベッド 6人部屋 ¥63,200 ¥102,700 ¥134,300 ¥158,000 ¥237,000 ¥311,000 ¥469,000 ¥622,000 ¥780,000 ¥933,000

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

※　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。

【備考】

＜TOEIC8,TOEFL8,IELTS8コース＞
(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

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

＜ビジネス4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　(土曜日) グループ×3コマ

＜ビジネス6コース＞
(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　(土曜日) グループ×3コマ

※　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。

 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

※　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）

※　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。

※　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。

※　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。



基本5コマ（キンダーコースは基本6コマ）

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

2人部屋 ¥135,200 ¥219,700 ¥287,300 ¥338,000 ¥507,000 ¥676,000 ¥1,014,000 ¥1,352,000 ¥1,690,000 ¥2,028,000

3人部屋 ¥182,400 ¥296,400 ¥387,600 ¥456,000 ¥684,000 ¥912,000 ¥1,368,000 ¥1,824,000 ¥2,280,000 ¥2,736,000

4人部屋 ¥238,400 ¥387,400 ¥506,600 ¥596,000 ¥894,000 ¥1,192,000 ¥1,788,000 ¥2,384,000 ¥2,980,000 ¥3,576,000

※お子様の授業内容は、お子様の英語の習熟度に合わせて構成します。

※キンダーガーデンコースは親子留学中に、現地のインターナショナルスクール「LEAP」に通うことができるコースです。

※キンダーガーデンコースを希望される場合は、現地支払費用に追加で、17,500ペソ／1か月です。

※親御様は、お子様がキンダーガーデンに通われている間に、学内にて通常授業を受けて頂けます。

※3名部屋の場合、【子供1名、親2名】と【子供2名、親1名】は同一料金となります。

※詳しくは別紙「親子留学」をご参照ください。

※上記の料金は、2名部屋でしたら、【子供1名、親1名】2名分の料金の合計です。

＜親子留学＆キンダーガーデン＞
親：最大マンツーマン×5コマ、子供：マンツーマン、英語自由保育、グループのうち6コマ、キンダーガーデンは3コマ（2時間）

【備考】

※親御様の授業に関しては、お子様が授業を受けている時間となります。

※親子留学＆キンダーガーデンコースの方は現地にて、親子留学サポート費用が1,500ペソ／1週間です。



入学金 15,000円 　※卒業日から1年間以内に再入学の場合は無料

コース料金 滞在費+学費 　※別途御請求書の額

事務手数料 5,940円 　※海外送金手数料を含む

保証金 　※卒業時に備品・設備に紛失・破損が無ければ全額返金

SSP代（特別就学許可証） 6,500ペソ 　※最大6か月有効

学生 ID　（写真代込み） 350ペソ

テキスト代 150～600ペソ 　※1冊あたりの金額

義務自習（6名につき1名の講師） ※希望者のみ　 2,500ペソ／1週 　※19：00～21：00講師に質問ができる環境で義務自習ができます。

１人部屋 650ペソ／1週

２人部屋 495ペソ／1週

３人部屋 470ペソ／1週 　※部屋あたりの規定使用量を超過した場合は、実費を追加徴収

４人部屋 460ペソ／1週

６人部屋 450ペソ／1週

水道代 250ペソ／1週

共益費 300ペソ／１週

１回目 3,440ペソ 　５～８週間

２回目 4,710ペソ 　９～１２週間

３回目 2,740ペソ 　１３～１６週間

４回目 2,740ペソ 　１７～２０週間

５回目 2,740ペソ 　２１～２４週間

VISA代行手数料 500ペソ／１回

ACR-I カード費（外国人登録証） 3,000ペソ

親子留学サポート費用 2,500ペソ／家族 　※親子留学＆キンダーガーデンコースの方のみ

単身留学サポート費用 2,500ペソ／1週 　※18歳未満、または、高校生の方で、単身で留学の方

マンツーマン 400ペソ／１コマ 　※平日の自由時間、土日祝日に追加可

グループ 250ペソ／１コマ 　※祝日は、追加できない日がございます。詳細はお問い合わせください。

１人部屋 1,500ペソ／泊　

２人部屋 1,350ペソ／泊　

３人部屋 1,200ペソ／泊　

４人部屋 1,100ペソ／泊　

６人部屋 1,000ペソ／泊　

空港 1,000ペソ 　※セブ到着日に空港までお迎え（土曜、日曜着に限る）

土日以外 1,500ペソ

空港以外 1,200ペソ 　※場所によってはピックアップができないことがあります。

土日 1,200ペソ

土日以外 1,500ペソ

帰国時送迎手配

ご留学費用一覧

前泊・延泊費 　※土曜到着・日曜日出発の場合に必要　（食事付き）

ピックアップ

＜日本での支払い費用＞

＜現地での支払い費用＞

2,500ペソ（5,000円もしくは50USD　可）

電気代

VISA延長代

オプション授業追加料金

　※スタッフが空港まで同行します。
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