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合計

Intensive ESL 4 4 1 3 12
Premier ESL 5 3 1 3 12

TOEIC 4 4 1 3 12
Premier TOEIC 5 3 1 3 12

IELTS 4 4 1 3 12
Business 4 4 1 3 12

下記表の費⽤は、登録料、授業料と寮費が含まれています。（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。

Intensive ESL コース
マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ、イブニングクラス×1時間、単語テスト・エッセイ1時間、⾃習2時間

部屋 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1⼈部屋 $680 $1,020 $1,445 $1,700 $3,400 $5,050 $6,700 $8,350 $10,000
2⼈部屋 $620 $930 $1,317 $1,550 $3,100 $4,600 $6,100 $7,600 $9,100
3⼈部屋 $600 $900 $1,275 $1,500 $3,000 $4,450 $5,900 $7,350 $8,800
4⼈部屋 $580 $870 $1,232 $1,450 $2,900 $4,300 $5,700 $7,100 $8,500

Premier ESL コース
マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×3コマ、イブニングクラス×1時間、単語テスト・エッセイ1時間、⾃習2時間

部屋 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1⼈部屋 $740 $1,110 $1,572 $1,850 $3,700 $5,500 $7,300 $9,100 $10,900
2⼈部屋 $680 $1,020 $1,444 $1,700 $3,400 $5,050 $6,700 $8,350 $10,000
3⼈部屋 $660 $990 $1,402 $1,650 $3,300 $4,900 $6,500 $8,100 $9,700
4⼈部屋 $640 $960 $1,359 $1,600 $3,200 $4,750 $6,300 $7,850 $9,400

TOEIC コース
マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ、イブニングクラス×1時間、単語テスト・エッセイ1時間、⾃習2時間

部屋 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1⼈部屋 $700 $1,050 $1,487 $1,750 $3,500 $5,200 $6,900 $8,600 $10,300
2⼈部屋 $640 $960 $1,359 $1,600 $3,200 $4,750 $6,300 $7,850 $9,400
3⼈部屋 $620 $930 $1,317 $1,550 $3,100 $4,600 $6,100 $7,600 $9,100
4⼈部屋 $600 $900 $1,274 $1,500 $3,000 $4,450 $5,900 $7,350 $8,800

TOEIC Premier コース
マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×3コマ、イブニングクラス×1時間、単語テスト・エッセイ1時間、⾃習2時間

部屋 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1⼈部屋 $760 $1,140 $1,615 $1,900 $3,800 $5,650 $7,500 $9,350 $11,200
2⼈部屋 $700 $1,050 $1,487 $1,750 $3,500 $5,200 $6,900 $8,600 $10,300
3⼈部屋 $680 $1,020 $1,445 $1,700 $3,400 $5,050 $6,700 $8,350 $10,000
4⼈部屋 $660 $990 $1,402 $1,650 $3,300 $4,900 $6,500 $8,100 $9,700

IELTS Basic コース
マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ、イブニングクラス×1時間、単語テスト・エッセイ1時間、⾃習2時間

部屋 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1⼈部屋 $700 $1,050 $1,487 $1,750 $3,500 $5,200 $6,900 $8,600 $10,300
2⼈部屋 $640 $960 $1,359 $1,600 $3,200 $4,750 $6,300 $7,850 $9,400
3⼈部屋 $620 $930 $1,317 $1,550 $3,100 $4,600 $6,100 $7,600 $9,100
4⼈部屋 $600 $900 $1,274 $1,500 $3,000 $4,450 $5,900 $7,350 $8,800



IELTS Guarantee(点数保証) コース
マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ、イブニングクラス×1時間、単語テスト・エッセイ1時間、⾃習2時間

部屋 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1⼈部屋 $760 $1,140 $1,615 $1,900 $3,800 $5,650 $7,500 $9,350 $11,200
2⼈部屋 $700 $1,050 $1,487 $1,750 $3,500 $5,200 $6,900 $8,600 $10,300
3⼈部屋 $680 $1,020 $1,445 $1,700 $3,400 $5,050 $6,700 $8,350 $10,000
4⼈部屋 $660 $990 $1,402 $1,650 $3,300 $4,900 $6,500 $8,100 $9,700

IELTS 点数保証なしコース
マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ、イブニングクラス×1時間、単語テスト・エッセイ1時間、⾃習2時間

部屋 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1⼈部屋 $740 $1,110 $1,572 $1,850 $3,700 $5,500 $7,300 $9,100 $10,900
2⼈部屋 $680 $1,020 $1,444 $1,700 $3,400 $5,050 $6,700 $8,350 $10,000
3⼈部屋 $660 $990 $1,402 $1,650 $3,300 $4,900 $6,500 $8,100 $9,700
4⼈部屋 $640 $960 $1,359 $1,600 $3,200 $4,750 $6,300 $7,850 $9,400

Business English コース
マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ、イブニングクラス×1時間、単語テスト・エッセイ1時間、⾃習2時間

部屋 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週
1⼈部屋 $700 $1,050 $1,487 $1,750 $3,500 $5,200 $6,900 $8,600 $10,300
2⼈部屋 $640 $960 $1,359 $1,600 $3,200 $4,750 $6,300 $7,850 $9,400
3⼈部屋 $620 $930 $1,317 $1,550 $3,100 $4,600 $6,100 $7,600 $9,100
4⼈部屋 $600 $900 $1,274 $1,500 $3,000 $4,450 $5,900 $7,350 $8,800



《ご出発前に必要な費用》

費用名（出発前） 価格

1. 登録料

2. 授業料、 寮費 上記表を参照下さい

《到着後学校にて必要な費用》

費用名（到着後学校にて） 価格

l.SSP申請費
※SSP申請やACR-1カ ー ド作成のため、 背景が白でパスポートサイズ（縦45mmx横35mm)の 6500ペソ

写真が3枚必要になります。

2. テキスト費(4週） 約1500ペソ

3. 寮デポジット費(4週） 1000ペソ
（破損等がなければ退寮時に全額返金されます）

4. 電気代(4週）エアコン代と電気代は別途になります 700ペソ

5. ビザ延長費 下記表参照く
ビザ延長は個人的にビザ終了期間が終了する1週間から10日ほど前（月曜日～水曜日午前中）に担

ださい
当職員に申請してください

6.ACR-1カ ー ド費 3000ペソ

7. ピックアップ費 800ペソ/1人

8. 管理費
250ペソ/1週

間

《到着後学校にて必要な費用》

滞在ビザ延長回数 滞在可能期間 価格

延長手続きなし 入国から30日間(4週） 無料

1回目 59日間(8週） 3630ペソ

2回目 89日間(12週） 4800ペソ

3回目 119日間(16週） 2930ペソ

4回目 149日間(20週） 2930ペソ

5回目 179日間(24週） 2930ペソ

※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。

１００US ドル


