
CELLA Premium/セラ プレミアム ※2020年1⽉1⽇から
1︓1 グループ オプション ⾃習 合計

POWER 4 4 4 0 2 10
POWER 5 5 1 0 2 8
POWER 6 6 2 0 1 9
JUNIOR 6 0 0 0 6

GUARDIAN 4 0 0 0 4
ビジネス 4 4 0 2 10

Expresser 1 7 2 1 0 10
Expresser 2 7 2 1 0 10

授業は1コマ45分です。
下記表の費⽤は授業料と寮費です（寮費には⾷事も含まれます）
BSD=Backsidedorm

Power Speaking 4 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×4コマ、⾃習×2コマ)
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

1⼈部屋 $900 $1,350 $1,800 $2,250 $4,500 $6,750 $9,000 $11,250 $13,500
1⼈部屋BSD $820 $1,230 $1,640 $2,050 $4,100 $6,150 $8,200 $10,250 $12,300
2⼈部屋 $660 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
2⼈部屋BSD $640 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600
4⼈部屋 $580 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700
5⼈部屋 $520 $780 $1,040 $1,300 $2,600 $3,900 $5,200 $6,500 $7,800

Power Speaking 5 コース(マンツーマン×5コマ、ネイティブ×1コマ、⾃習×2コマ)
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

1⼈部屋 $920 $1,380 $1,840 $2,300 $4,600 $6,900 $9,200 $11,500 $13,800
1⼈部屋BSD $840 $1,260 $1,680 $2,100 $4,200 $6,300 $8,840 $10,500 $12,600
2⼈部屋 $680 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 $10,200
2⼈部屋BSD $660 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
4⼈部屋 $600 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
5⼈部屋 $540 $810 $1,080 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,750 $8,100

Power Speaking 6 コース(マンツーマン×6コマ、ネイティブ×1コマ、⾃習×2コマ)
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

1⼈部屋 $940 $1,410 $1,880 $2,350 $4,700 $7,050 $9,400 $11,750 $14,100
1⼈部屋BSD $340 $510 $680 $850 $1,700 $2,550 $3,400 $4,250 $5,100
2⼈部屋 $700 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
2⼈部屋BSD $340 $510 $680 $850 $1,700 $2,550 $3,400 $4,250 $5,100
4⼈部屋 $620 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300
5⼈部屋 $560 $840 $1,120 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $7,000 $8,400

Family(Guardian+Junior) コース(ジュニア︓マンツーマン×6コマ、保護者︓マンツーマン×4コマ)
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

2⼈部屋(G1+Jr1) $1,460 $2,190 $2,920 $3,650 $7,300 $10,950 $14,600 $18,250 $21,900
2⼈部屋(G1+Jr1)BSD $1,420 $2,130 $2,840 $3,550 $7,100 $10,650 $14,200 $17,750 $21,300
3⼈部屋(G1+Jr2) $2,140 $3,210 $4,280 $5,350 $10,700 $16,050 $21,400 $26,750 $32,100
3⼈部屋(G2+Jr1) $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000
3⼈部屋(G1+Jr2)BSD $2,080 $3,120 $4,160 $5,200 $10,400 $15,600 $20,800 $26,000 $31,200
3⼈部屋(G2+Jr1)BSD $1,940 $2,910 $3,880 $4,850 $9,700 $14,550 $19,400 $24,250 $29,100
4⼈部屋(G2+Jr2) $2,600 $3,900 $5,200 $6,500 $13,000 $19,500 $26,000 $32,500 $39,000
4⼈部屋(G1+Jr3) $2,740 $4,110 $5,480 $6,850 $13,700 $20,550 $27,400 $34,250 $41,100
4⼈部屋(G2+Jr2)BSD $2,520 $3,780 $5,040 $6,300 $12,600 $18,900 $25,200 $31,500 $37,800
4⼈部屋(G1+Jr3)BSD $2,660 $3,990 $5,320 $6,650 $13,300 $19,950 $26,600 $33,250 $39,900



ビジネス コース(マンツーマン×4コマ、グループ×4コマ、⾃習×2)
期間 4週間

1⼈部屋 $2,500
1⼈部屋BSD $2,300
2⼈部屋 $1,900
2⼈部屋BSD $1,850
4⼈部屋 $1,700
5⼈部屋 $1,550

Expresser 1week コース(マンツーマン×7コマ、グループ×2コマ、スペシャルクラス×1)
期間 1週間

1⼈部屋 $1,030
1⼈部屋BSD $950
2⼈部屋 $790
2⼈部屋BSD $770
4⼈部屋 $710
5⼈部屋 $650

Expresser 2weeks コース(1⽇10コマの授業＋プレゼン)
期間 2週間

1⼈部屋 $1,560
1⼈部屋BSD $1,440
2⼈部屋 $1,200
2⼈部屋BSD $1,170
4⼈部屋 $1,080
5⼈部屋 $990



ご出発前に必要な費⽤
費⽤名（出発前） 期間

1.登録料 $150
2.授業料、寮費 上記表参照下さい
3.海外送⾦⼿数料 3,000円

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 6,800ペソ
2.空港ピックアップ費 $25
3.テキスト費 2000ペソ/4週間 200-600ペソ/1冊
4.寮デポジット費 1,000ペソ/1週
5.メンテナンス代 300ペソ/1週間
6.電気、⽔道費 400ペソ/1週間
7.ビザ延⻑費 下記表ください
8.IＤカード 200ペソ
9.ACR-Iカード費 3,500ペソ
1.SSP申請費やACR-Iカード作成のため、背景が⽩の写真が3枚必要になります。
4.寮デポジット費破損などがなければ退寮時に全額返⾦されます
5.メンテナンス代電気代、⽔道代、インターネットアクセスなど
渡航時点で⾼校⽣の⽅は1週間につき”未成年管理費”として別途USD50要。

ビザ延⻑費⽤
ビザ延⻑回数 滞在可能期間 延⻑費⽤ 合計⾦額
延⻑⼿続きなし ⼊国から30⽇間 ー 無料

1回⽬ 59⽇間(8週間) 4,140ペソ 4,140ペソ
2回⽬ 89⽇間(12週間) 5,410ペソ 9,550ペソ
3回⽬ 119⽇間(16週間) 3,440ペソ 12,990ペソ
4回⽬ 149⽇間(20週間) 3,440ペソ 16,430ペソ
5回⽬ 179⽇間(24週間) 3,440ペソ 19,870ペソ


