
⼊学⾦ 15,000円

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1week

1⼈部屋 ¥73,000 ¥117,000 ¥155,000 ¥183,000 ¥366,000 ¥549,000 ¥45,750

2⼈部屋 ¥63,000 ¥102,000 ¥140,000 ¥163,000 ¥326,000 ¥489,000 ¥40,750

3⼈部屋 ¥59,000 ¥94,000 ¥132,000 ¥153,000 ¥306,000 ¥459,000 ¥38,250

スタンダード
ホテル滞在 ¥82,000 ¥138,000 ¥197,000 ¥235,000 ¥470,000 ¥705,000 ¥58,750

デラックス
ホテル滞在 ¥97,000 ¥168,000 ¥257,000 ¥310,000 ¥620,000 ¥930,000 ¥77,500 1 week 2 week

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1week 1⼈部屋 ¥63,000 ¥98,000

1⼈部屋 ¥76,000 ¥123,000 ¥161,000 ¥196,000 ¥392,000 ¥588,000 ¥49,000 2⼈部屋 ¥53,000 ¥82,000

2⼈部屋 ¥66,000 ¥108,000 ¥146,000 ¥176,000 ¥352,000 ¥528,000 ¥44,000 3⼈部屋 ¥49,000 ¥74,000

3⼈部屋 ¥62,000 ¥100,000 ¥138,000 ¥166,000 ¥332,000 ¥498,000 ¥41,500
スタンダード
ホテル滞在 ¥72,000 ¥125,000

スタンダード
ホテル滞在 ¥85,000 ¥145,000 ¥204,000 ¥248,000 ¥496,000 ¥744,000 ¥62,000

デラックス
ホテル滞在 ¥87,000 ¥155,000

デラックス
ホテル滞在 ¥100,000 ¥175,000 ¥264,000 ¥323,000 ¥646,000 ¥969,000 ¥80,750 3泊4日 4泊5日

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1week 1⼈部屋 ¥36,000 ¥42,000

1⼈部屋 ¥81,000 ¥131,000 ¥173,000 ¥212,000 ¥424,000 ¥636,000 ¥53,000
スタンダード
ホテル滞在 ¥46,000 ¥52,000

2⼈部屋 ¥71,000 ¥116,000 ¥158,000 ¥192,000 ¥384,000 ¥576,000 ¥48,000
デラックス
ホテル滞在 ¥61,000 ¥67,000

3⼈部屋 ¥67,000 ¥108,000 ¥150,000 ¥182,000 ¥364,000 ¥546,000 ¥45,500

スタンダード
ホテル滞在 ¥90,000 ¥153,000 ¥216,000 ¥264,000 ¥528,000 ¥792,000 ¥66,000

デラックス
ホテル滞在 ¥105,000 ¥183,000 ¥276,000 ¥339,000 ¥678,000 ¥1,017,000 ¥84,750 2⼈部屋

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1week 3⼈部屋

2⼈部屋 ¥48,000 ¥78,000 ¥108,000 ¥138,000 ¥276,000 ¥414,000 ¥34,500

スタンダード
ホテル滞在 ¥68,000 ¥118,000 ¥168,000 ¥208,000 ¥416,000 ¥624,000 ¥52,000

デラックス
ホテル滞在 ¥78,000 ¥138,000 ¥208,000 ¥258,000 ¥566,000 ¥849,000 ¥70,750

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1weeks

全員 ¥21,500 ¥23,000 ¥24,500 ¥26,000 ¥33,000 ¥43,000 ¥1,500

【現地にて掛かる費⽤】 ・寮保証⾦    4,000PHP ※学校・寮の設備及び備品に破損がなければ、退寮時に返⾦致します。 ・教材費 2,000PHP ※コース・レベルにより異なります。
・ACR-I-CARD 3,300PHP ※59⽇以上滞在する場合に必要になります。 ・SSP更新発⾏料 6,500PHP    ※6ヶ⽉以上滞在する場合に更新が必要になります。
・証明写真 200PHP ※⽇本から持参可能。（5cm×5cm）5週間以下3枚、8週間以下5枚、9週間以上8枚 ・電気代  ※基本メータを超過した場合、超過料⾦の⽀払いがあります。

●空港インターンシッププログラム
●ホテルインターンシッププログラム
<コース条件>
・年齢18歳以上 ・就学8週間以上 ・英語⼒の条件はありません。
・空港インターンシップ期間は最短4週間〜最⻑24週間になります。
・ホテルインターンシップ期間は最短2週間〜最⻑24週間になります。
・インターンシップ期間中はレッスンはありません。
・インターンシップは無給になります。

●Intensive Speaking Course
1:1×6レッスン、選択授業×2レッスン

●Ultra Speaking Course
1:1×8レッスン

●親⼦留学
親 : 1:1×4レッスン

⼦ : 1:1×3レッスン、グループ×3レッスン ( 7歳〜15歳）

⼦ : ベビーシッター×6レッスン ( 3歳〜6歳）

※親授業なし滞在の場合、25,000円/週のみかかります。

●英語＋フリープログラム
⽇曜⽇︓フリー
⽉曜⽇︓午前 1:1×3レッスン、午後フリー
⽕曜⽇︓フリー
⽔曜⽇︓午前 1:1×3レッスン、午後フリー
⽊曜⽇︓フリー
⾦曜⽇︓午前 1:1×3レッスン、午後フリー
⼟曜⽇︓フリー
※当校のトラベルセンターでツアー予約が可能です。
※どの曜⽇でもご到着可能です。

●ショートプログラム
1⽇⽬︓到着
2⽇⽬︓オリエンテーション、1:1×4レッスン
3⽇⽬︓1:1×8レッスン
4⽇⽬︓帰国（3泊4⽇）、もしくは1:1×8レッスン
5⽇⽬︓帰国 (4泊5⽇）
※どの曜⽇でもご到着可能です。
※教材費込み、寮保証⾦不要になります。
※その他費⽤は1週間分になります。

【料⾦に含まれるもの】
・授業料 ・宿泊代 ・⾷事代（1⽇3⾷） ・⽚道空港出迎え ・SSP発⾏料 ・⽔道代 ・電気代 ・WIFI利⽤
・ルームクリーニング ・ランドリーサービス

その他費⽤

※⽇本で事前に⽀払いが必要になります。
1）SSP発⾏料 2）⽔道代 3）電気代

※滞在は⽇曜⽇IN、⼟曜⽇OUTが基本になります。前後泊追加の場合は、別途1泊4,000円（3⾷付）が必要になります。

●⾼校⽣キャンプ （Spring, Summer, Winter)
・15歳から18歳の⽅、レッスン内容︓1:1×4レッスン、グループ×4レッスン
・平⽇、週末にアクティビティがあり、プログラムに費⽤は含まれます。
・料⾦は⼊学⾦、授業料、滞在費（1⽇3⾷）、教材費、SSP代が含まれます。

・別途かかる主な費⽤は、往復航空券、海外保険、お⼩遣いになります。

2 weeks

¥188,000

¥178,000

【VISA延⻑費⽤】
・滞在期間   31⽇ 〜   59⽇まで(5週間〜  8週間）      3,440PHP  ・滞在期間   60⽇ 〜   89⽇まで（9週間〜12週間）    8,150PHP
・滞在期間   90⽇ 〜 119⽇まで(13週間〜17週間）    8,950PHP  ・滞在期間 120⽇ 〜 149⽇まで（18週間〜21週間） 11,690PHP
・滞在期間 150⽇ 〜 179⽇まで（22週間〜25週間）12,490PHP  ・滞在期間 180⽇ 〜 209⽇まで（26週間〜29週間）16,640PHP

CDU ESL センター 2018年料⾦表
1レッスン＝50分

●Personal Speaking Course
1:1×4レッスン、1:4グループ×2レッスン インターンシップ

⼿配費⽤

¥50,000

滞在費⽤ (週）

●Afternoon Speaking Course
1:1×4レッスン、1:4グループ×2レッスン ※13︓00〜

¥25,000

●Power Speaking Course
1:1×5レッスン、1:4グループ×2レッスン、プレゼン×2レッスン

●Business Course
1:1×3レッスン、1:4グループ×1レッスン、1:8グループ×4レッスン

●TOEIC / IELTS Course
1:1×5レッスン、1:8グループ×3レッスン、模擬テスト×2レッスン

●Medical English Course
1:1×4レッスン、1:4グループ×2レッスン、(⼤学⾒学、病院⾒学）


