
General English Course

【マンツーマン授業：6コマ　無料グループオプション授業：2コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

１人部屋スタンダード ¥101,000 ¥180,000 ¥231,000 ¥279,000 ¥558,000 ¥837,000 ¥1,116,000 ¥1,395,000 ¥1,674,000

１人部屋デラックス ¥107,000 ¥192,000 ¥249,000 ¥303,000 ¥606,000 ¥909,000 ¥1,212,000 ¥1,515,000 ¥1,818,000

1人部屋スイート ¥111,000 ¥200,000 ¥261,000 ¥319,000 ¥638,000 ¥957,000 ¥1,276,000 ¥1,595,000 ¥1,914,000

２人部屋スタンダード ¥88,000 ¥155,000 ¥194,000 ¥230,000 ¥460,000 ¥690,000 ¥920,000 ¥1,150,000 ¥1,380,000

２人部屋デラックス ¥94,000 ¥167,000 ¥212,000 ¥254,000 ¥508,000 ¥762,000 ¥1,016,000 ¥1,270,000 ¥1,524,000

２人部屋スイート ¥98,000 ¥175,000 ¥224,000 ¥270,000 ¥540,000 ¥810,000 ¥1,080,000 ¥1,350,000 ¥1,620,000

Intensive English Course

【マンツーマン授業：8コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

１人部屋スタンダード ¥103,000 ¥185,000 ¥238,000 ¥289,000 ¥578,000 ¥867,000 ¥1,156,000 ¥1,445,000 ¥1,734,000

１人部屋デラックス ¥109,000 ¥197,000 ¥256,000 ¥313,000 ¥626,000 ¥939,000 ¥1,252,000 ¥1,565,000 ¥1,878,000

1人部屋スイート ¥113,000 ¥205,000 ¥268,000 ¥329,000 ¥658,000 ¥987,000 ¥1,316,000 ¥1,645,000 ¥1,974,000

２人部屋スタンダード ¥91,000 ¥160,000 ¥201,000 ¥240,000 ¥480,000 ¥720,000 ¥960,000 ¥1,200,000 ¥1,440,000

２人部屋デラックス ¥97,000 ¥172,000 ¥219,000 ¥264,000 ¥528,000 ¥792,000 ¥1,056,000 ¥1,320,000 ¥1,584,000

２人部屋スイート ¥101,000 ¥180,000 ¥231,000 ¥280,000 ¥560,000 ¥840,000 ¥1,120,000 ¥1,400,000 ¥1,680,000



Business English Course

【マンツーマン授業：6コマ　無料グループオプション授業：2コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

１人部屋スタンダード ¥103,000 ¥185,000 ¥238,000 ¥289,000 ¥578,000 ¥867,000 ¥1,156,000 ¥1,445,000 ¥1,734,000

１人部屋デラックス ¥109,000 ¥197,000 ¥256,000 ¥313,000 ¥626,000 ¥939,000 ¥1,252,000 ¥1,565,000 ¥1,878,000

1人部屋スイート ¥113,000 ¥205,000 ¥268,000 ¥329,000 ¥658,000 ¥987,000 ¥1,316,000 ¥1,645,000 ¥1,974,000

２人部屋スタンダード ¥91,000 ¥160,000 ¥201,000 ¥240,000 ¥480,000 ¥720,000 ¥960,000 ¥1,200,000 ¥1,440,000

２人部屋デラックス ¥97,000 ¥172,000 ¥219,000 ¥264,000 ¥528,000 ¥792,000 ¥1,056,000 ¥1,320,000 ¥1,584,000

２人部屋スイート ¥101,000 ¥180,000 ¥231,000 ¥280,000 ¥560,000 ¥840,000 ¥1,120,000 ¥1,400,000 ¥1,680,000

TOEIC/TOEFL/IELTS Course

【マンツーマン授業：6コマ　無料グループオプション授業：2コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

１人部屋スタンダード ¥103,000 ¥185,000 ¥238,000 ¥289,000 ¥578,000 ¥867,000 ¥1,156,000 ¥1,445,000 ¥1,734,000

１人部屋デラックス ¥109,000 ¥197,000 ¥256,000 ¥313,000 ¥626,000 ¥939,000 ¥1,252,000 ¥1,565,000 ¥1,878,000

1人部屋スイート ¥113,000 ¥205,000 ¥268,000 ¥329,000 ¥658,000 ¥987,000 ¥1,316,000 ¥1,645,000 ¥1,974,000

２人部屋スタンダード ¥91,000 ¥160,000 ¥201,000 ¥240,000 ¥480,000 ¥720,000 ¥960,000 ¥1,200,000 ¥1,440,000

２人部屋デラックス ¥97,000 ¥172,000 ¥219,000 ¥264,000 ¥528,000 ¥792,000 ¥1,056,000 ¥1,320,000 ¥1,584,000

２人部屋スイート ¥101,000 ¥180,000 ¥231,000 ¥280,000 ¥560,000 ¥840,000 ¥1,120,000 ¥1,400,000 ¥1,680,000



Medical English Course

【マンツーマン授業：6コマ　無料グループオプション授業：2コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

１人部屋スタンダード ¥103,000 ¥185,000 ¥238,000 ¥289,000 ¥578,000 ¥867,000 ¥1,156,000 ¥1,445,000 ¥1,734,000

１人部屋デラックス ¥109,000 ¥197,000 ¥256,000 ¥313,000 ¥626,000 ¥939,000 ¥1,252,000 ¥1,565,000 ¥1,878,000

1人部屋スイート ¥113,000 ¥205,000 ¥268,000 ¥329,000 ¥658,000 ¥987,000 ¥1,316,000 ¥1,645,000 ¥1,974,000

２人部屋スタンダード ¥91,000 ¥160,000 ¥201,000 ¥240,000 ¥480,000 ¥720,000 ¥960,000 ¥1,200,000 ¥1,440,000

２人部屋デラックス ¥97,000 ¥172,000 ¥219,000 ¥264,000 ¥528,000 ¥792,000 ¥1,056,000 ¥1,320,000 ¥1,584,000

２人部屋スイート ¥101,000 ¥180,000 ¥231,000 ¥280,000 ¥560,000 ¥840,000 ¥1,120,000 ¥1,400,000 ¥1,680,000

Travel English Course　　（Travel Englishコースはお食事が朝食のみの提供）　　※Travel Englishコースは月に限定5名様まで

【マンツーマン授業：3コマ　無料グループオプション授業：1コマ　50分/1コマ　※こちらのコースは授業が午前中で終了】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

１人部屋スタンダード ¥67,000 ¥114,000 ¥168,000 ¥207,000

１人部屋デラックス ¥73,000 ¥126,000 ¥186,000 ¥231,000

1人部屋スイート ¥77,000 ¥134,000 ¥198,000 ¥247,000

２人部屋スタンダード ¥57,000 ¥94,000 ¥138,000 ¥167,000

２人部屋デラックス ¥63,000 ¥106,000 ¥156,000 ¥191,000

２人部屋スイート ¥67,000 ¥114,000 ¥168,000 ¥207,000



★部屋タイプについて

●スイートタイプ　⇒　お部屋が広く（35平米前後）電子レンジ付きで、見通しの良い外窓があります。

●デラックスタイプ　⇒　お部屋の位置とビルの向きの関係上、窓から見える風景とお部屋の広さが各お部屋によって異なります。

★上記料金に含まれるもの

授業料、滞在費（寮費）、平日2食食事代（Travel Englishコースは朝食のみ、他コースも土日祝は朝食のみ）、お部屋清掃費(週3回)、

空港ピックアップ費(空港⇒学校　片道分)、有線、無線インターネット使用料

★その他、日本でお支払い頂くもの

●入学金：15,000円

●海外送金手数料：3,000円

★現地でお客様にお支払頂くもの

●SSP発行費：6,500ペソ
●ビザ延長費：右記参照

●ACR-I CARD発行費（59日以上滞在の方のみ）：3,000ペソ

●教材費：4週あたり1,400ペソ（４週未満の方も1,400ペソ）

●電気代：メーター計算

●学生証発行費：250ペソ

●ランドリー代：約30ペソ/1キロ

※ビザ延長費用（手続き代行手数料含む）

滞在日数30日（4週）まで：不要

滞在日数59日（8週）まで：3,440ペソ

滞在日数89日（12週）まで：4,710ペソ　 計：8,150ペソ

滞在日数119日（16週）まで：2,740ペソ　計：10,890ペソ

滞在日数149日（20週）まで：2,740ペソ　計：13,630ペソ

滞在日数179日（24週）まで：2,740ペソ　計：16,370ペソ

★ご希望者の方のみ

●追加マンツーマン授業：700ペソ/1コマ（50分）
●延泊費（1人あたり）：1人部屋 2,000ペソ/1泊　2人部屋 1,500ペソ/1泊　（朝食付き）
●夕食の追加：1,400ペソ/週（月~木）

※電気代は、1人部屋⇒500ペソ/週　　2,3人部屋⇒300ペソ/週　を事前徴収

　メーター計算後、お支払い分を超過の場合　⇒　超過分をお支払い。　お支払い分よりも使用料が少ない場合　⇒　その分を返金。

　4週以下の方は退寮時に精算、5週以上の方は4週間ごとに精算

※ランドリーは建物1階のランドリーショップを各自でご利用いただきます。（預けて戻ってくるまでに2~3日かかります）

※オプションの夕食は、月～木となり、金曜日の夕食は付きません。

●スタンダードタイプ　⇒　全て内窓（廊下窓）タイプですが、お部屋の広さはスイート、デラックスタイプと変わらず広く（約35平米）、鏡や照明が

多く使用されておりますので圧迫感なく過ごして頂けます。


