
3dアカデミー 20180604修正
1︓1 グループ オプション 1⽇の合計

ESL 4 3 2 9コマ
5マンツーマン 5 ー 2 7コマ
6マンツーマン 6 ー 2 8コマ
7マンツーマン 7 ー 2 9コマ

テスト対策/ビジネス 4 3 2 9コマ
ネイティブESL 4 3 2 9コマ
Basic Medical 4 3 2 9コマ

6マンツーマン(⼦) 6 ー ー 6コマ
6コマ(親) 3 3 ー 6コマ
4コマ(親) 2 2 ー 4コマ

下記表の費⽤は、授業料と寮費です（寮費には⾷事、掃除、洗濯費⽤も含まれます）
授業は1コマ50分です。

ESL コース
マンツーマンクラス×4コマ、グループクラス×3コマ、オプショナルクラス×2コマ
マンツーマン強化 5マンツーマンコース
マンツーマンクラス×5コマ、オプショナルクラス×2コマ
英語+エクササイズ コース
マンツーマンクラス×4コマ、グループ×1コマ、トレーニング×2(午後3時-5時 or 4時-6時)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
内部寮 1⼈部屋 ¥70,000 ¥115,000 ¥160,000 ¥195,000 ¥385,000 ¥580,000 ¥770,000 ¥965,000 ¥1,155,000
内部寮 2⼈部屋 ¥55,000 ¥95,000 ¥131,000 ¥160,000 ¥315,000 ¥475,000 ¥630,000 ¥790,000 ¥945,000
内部寮 3⼈部屋 ¥50,000 ¥80,000 ¥113,000 ¥139,000 ¥273,000 ¥412,000 ¥546,000 ¥685,000 ¥819,000
内部寮 4⼈部屋 ¥45,000 ¥72,000 ¥102,000 ¥129,000 ¥253,000 ¥382,000 ¥506,000 ¥635,000 ¥759,000
内部寮 6⼈部屋 ¥34,000 ¥64,000 ¥90,000 ¥114,000 ¥223,000 ¥337,000 ¥446,000 ¥560,000 ¥669,000

新ビル寮 1⼈部屋 ¥72,500 ¥120,000 ¥167,500 ¥205,000 ¥405,000 ¥610,000 ¥810,000 ¥1,015,000 ¥1,215,000
新ビル寮 2⼈部屋 ¥57,500 ¥100,000 ¥138,500 ¥170,000 ¥335,000 ¥505,000 ¥670,000 ¥840,000 ¥1,005,000
新ビル寮 4⼈部屋 ¥47,500 ¥77,000 ¥109,500 ¥139,000 ¥273,000 ¥412,000 ¥546,000 ¥685,000 ¥819,000
ホテル寮 1⼈部屋 ¥80,000 ¥140,000 ¥190,000 ¥220,000 ¥435,000 ¥655,000 ¥870,000 ¥1,090,000 ¥1,305,000
ホテル寮 2⼈部屋 ¥60,000 ¥94,000 ¥134,000 ¥170,000 ¥335,000 ¥505,000 ¥670,000 ¥840,000 ¥1,005,000

TOEIC/TOEFL/IELTS/ビジネス コース
マンツーマンクラス×4コマ、グループクラス×3コマ、オプショナルクラス×2コマ
ネイティブESL コース
マンツーマンクラス×4コマ、グループ×3コマ、オプショナルクラス×2コマ
マンツーマン強化 6マンツーマンコース
マンツーマンクラス×6コマ、オプショナルクラス×2コマ
Basic Medicalコース
マンツーマンクラス×4コマ、グループクラス×3コマ、オプショナルクラス×2

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
内部寮 1⼈部屋 ¥75,000 ¥125,000 ¥175,000 ¥215,000 ¥425,000 ¥640,000 ¥850,000 ¥1,065,000 ¥1,275,000
内部寮 2⼈部屋 ¥60,000 ¥105,000 ¥146,000 ¥180,000 ¥355,000 ¥535,000 ¥710,000 ¥890,000 ¥1,065,000
内部寮 3⼈部屋 ¥55,000 ¥90,000 ¥128,000 ¥159,000 ¥313,000 ¥472,000 ¥626,000 ¥785,000 ¥939,000
内部寮 4⼈部屋 ¥50,000 ¥82,000 ¥117,000 ¥149,000 ¥293,000 ¥442,000 ¥586,000 ¥735,000 ¥879,000
内部寮 6⼈部屋 ¥39,000 ¥74,000 ¥105,000 ¥134,000 ¥263,000 ¥397,000 ¥526,000 ¥660,000 ¥789,000

新ビル寮 1⼈部屋 ¥77,500 ¥130,000 ¥182,500 ¥225,000 ¥445,000 ¥670,000 ¥890,000 ¥1,115,000 ¥1,335,000
新ビル寮 2⼈部屋 ¥62,500 ¥110,000 ¥153,500 ¥190,000 ¥375,000 ¥565,000 ¥750,000 ¥940,000 ¥1,125,000
新ビル寮 4⼈部屋 ¥52,500 ¥87,000 ¥124,500 ¥159,000 ¥313,000 ¥472,000 ¥626,000 ¥785,000 ¥939,000
ホテル寮 1⼈部屋 ¥85,000 ¥150,000 ¥205,000 ¥240,000 ¥475,000 ¥715,000 ¥950,000 ¥1,190,000 ¥1,425,000
ホテル寮 2⼈部屋 ¥65,000 ¥104,000 ¥149,000 ¥190,000 ¥375,000 ¥565,000 ¥750,000 ¥940,000 ¥1,125,000

マンツーマン強化 7マンツーマンコース
マンツーマンクラス50分×7コマ、オプションフリークラス

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
内部寮 1⼈部屋 ¥80,000 ¥135,000 ¥190,000 ¥235,000 ¥465,000 ¥700,000 ¥930,000 ¥1,165,000 ¥1,395,000
内部寮 2⼈部屋 ¥65,000 ¥115,000 ¥161,000 ¥200,000 ¥395,000 ¥595,000 ¥790,000 ¥990,000 ¥1,185,000
内部寮 3⼈部屋 ¥60,000 ¥100,000 ¥143,000 ¥169,000 ¥353,000 ¥532,000 ¥706,000 ¥885,000 ¥1,059,000
内部寮 4⼈部屋 ¥55,000 ¥92,000 ¥132,000 ¥169,000 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000
内部寮 6⼈部屋 ¥44,000 ¥84,000 ¥120,000 ¥154,000 ¥303,000 ¥457,000 ¥606,000 ¥760,000 ¥909,000

新ビル寮 1⼈部屋 ¥82,500 ¥140,000 ¥197,500 ¥245,000 ¥485,000 ¥730,000 ¥970,000 ¥1,215,000 ¥1,455,000
新ビル寮 2⼈部屋 ¥67,500 ¥120,000 ¥168,500 ¥210,000 ¥415,000 ¥625,000 ¥830,000 ¥1,040,000 ¥1,245,000
新ビル寮 4⼈部屋 ¥57,500 ¥97,000 ¥139,500 ¥179,000 ¥353,000 ¥532,000 ¥706,000 ¥885,000 ¥1,059,000
ホテル寮 1⼈部屋 ¥90,000 ¥160,000 ¥220,000 ¥260,000 ¥515,000 ¥775,000 ¥1,030,000 ¥1,290,000 ¥1,545,000
ホテル寮 2⼈部屋 ¥70,000 ¥114,000 ¥164,000 ¥210,000 ¥415,000 ¥625,000 ¥830,000 ¥1,040,000 ¥1,245,000



ジュニア向け6マンツーマン コース
マンツーマン×6コマ

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
2⼈部屋 ¥60,000 ¥105,000 ¥146,000 ¥180,000
3⼈部屋 ¥55,000 ¥90,000 ¥128,000 ¥159,000

親御様向け 3マンツーマン+3グループクラス コース
マンツーマン×3コマ、グループクラス×3コマ

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
2⼈部屋 ¥52,500 ¥90,000 ¥123,500 ¥150,000
3⼈部屋 ¥47,500 ¥75,000 ¥105,500 ¥129,000

親御様向け 2マンツーマン+2グループクラス コース
マンツーマンクラス×2コマ、グループクラス×2コマ

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
2⼈部屋 ¥45,000 ¥75,000 ¥101,000 ¥120,000
3⼈部屋 ¥40,000 ¥60,000 ¥83,000 ¥99,000

英語+企業インターン コース
マンツーマン×3、グループ×1、インターン×5時間

期間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 28週間 32週間 36週間
内部寮 1⼈部屋 ¥135,000 ¥265,000 ¥400,000 ¥530,000 ¥665,000 ¥795,000 ¥930,000 ¥1,060,000 ¥1,195,000
内部寮 2⼈部屋 ¥100,000 ¥195,000 ¥295,000 ¥390,000 ¥490,000 ¥585,000 ¥685,000 ¥780,000 ¥880,000
内部寮 3⼈部屋 ¥79,000 ¥153,000 ¥232,000 ¥306,000 ¥385,000 ¥459,000 ¥538,000 ¥612,000 ¥691,000
内部寮 4⼈部屋 ¥69,000 ¥133,000 ¥202,000 ¥266,000 ¥335,000 ¥399,000 ¥468,000 ¥532,000 ¥601,000
内部寮 6⼈部屋 ¥54,000 ¥103,000 ¥157,000 ¥206,000 ¥260,000 ¥309,000 ¥363,000 ¥412,000 ¥466,000

新ビル寮 1⼈部屋 ¥145,000 ¥285,000 ¥430,000 ¥570,000 ¥715,000 ¥855,000 ¥1,000,000 ¥1,140,000 ¥1,285,000
新ビル寮 2⼈部屋 ¥110,000 ¥215,000 ¥325,000 ¥430,000 ¥540,000 ¥645,000 ¥755,000 ¥860,000 ¥970,000
新ビル寮 4⼈部屋 ¥79,000 ¥153,000 ¥232,000 ¥306,000 ¥385,000 ¥459,000 ¥538,000 ¥612,000 ¥691,000
ホテル寮 1⼈部屋 ¥160,000 ¥315,000 ¥475,000 ¥630,000 ¥790,000 ¥945,000 ¥1,105,000 ¥1,260,000 ¥1,420,000
ホテル寮 2⼈部屋 ¥110,000 ¥215,000 ¥325,000 ¥430,000 ¥540,000 ¥645,000 ¥755,000 ¥860,000 ¥970,000

セミスパルタ コース
マンツーマン×４コマ、グループ×3コマ、グループ(オプション)×2コマ、テスト(15分)、⾃習(2時間)

期間 4週間
新ビル寮 1⼈部屋 ¥225,000
新ビル寮 2⼈部屋 ¥190,000
新ビル寮 4⼈部屋 ¥159,000



《ご出発前に必要な費⽤》
費⽤名（出発前） 価格
1.登録料 15000円
2.授業料、寮費 上記表をご参照ください
3.空港ピックアップ費 無料 
※空港ピックアップ費 ⽉曜⽇午前6時-⾦曜⽇午後6時までの到着便…1500ペソ

《到着後学校にて必要な費⽤》
費⽤名（到着後学校にて） 価格
1.SSP申請費 6800ペソ

1-19週 2500ペソ
20週以上 5000ペソ

3.電気代（4週） 約300-1500ペソ
4.テキスト代 ⼀冊200ペソ-
5.管理費（1週） 150ペソ/週
6.ビザ延⻑費 下記表参照ください
7.ACR-Iカード費 3000ペソ

内部寮1500ペソ
ホテル・コンドミニアム2500ペソ
平⽇⼣⽅500ペソ/1コマ
⼟⽇祝⽇500ペソ/1コマ
平⽇⽇中(1週間5コマ)
マンツーマン2000ペソ
グループ1000ペソ

※SSP申請やACR-Iカード作成のため、パスポートサイズ(縦45ｍｍ×横35ｍｍ)の写真が3枚必要になります。
※寮デポジット費（破損等がなければ退寮時に全額返⾦になります）
※電気代（4週）1-2週間の滞在の場合は授業料＋宿泊料に含まれる
※管理費1-2週間の滞在の場合は授業料＋宿泊料に含まれる
※延泊費現地でお⽀払い頂きます

《到着後学校にて必要な費⽤》
滞在ビザ延⻑回数 滞在可能期間 価格
延⻑⼿続きなし ⼊国から30⽇間（4週） 無料
1回⽬ 59⽇間（8週） 3440ペソ
2回⽬ 89⽇間（12週） 4710ペソ
3回⽬ 119⽇間（16週） 2740ペソ
4回⽬ 149⽇間（20週） 2740ペソ
5回⽬ 179⽇間（24週） 2740ペソ
※学校によってビザ延⻑申請代⾏⼿数料200から500ペソほどかかります。

8.延泊費

9.追加授業

2.寮デポジット費

※2019年10月6日～


