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1⽇の合計

ラピッド 30/60 1 4 1 - 6
ライト - 3 1 1 5
スターター - 5 1 1 7
スタンダード 1 4 1 1 7
パワー・レビュー - 7 - - 7
ネイティブ・プレミアム 4 - 1 1 6
TOEIC準備コース/スパルタコース/点数保証 - 4 1 1 6
IELTS準備コース/スパルタコース/点数保証 - 4 1 1 6
IELTS点数保証スペシャル - 4 1 1 6
TOEFL準備コース/点数保証 - 4 1 1 6
IFG PROGRAM 20 - 5 1 - 6
IFG PROGRAM 32 1 4 2 - 7
EFB(ENGLISH FOR BUSINESS) 1 3 1 1 6
インテンシブ・ヤングラーナー 1 4 1 2 8
プレミアム・ヤングラーナー 2 3 1 2 8
授業は1コマ45分です。

ESLライト コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1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 $525 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
2⼈部屋A $455 $780 $1,040 $1,300 $2,600 $3,900 $5,200 $6,500 $7,800
2⼈部屋B $438 $750 $1,000 $1,250 $2,500 $3,750 $5,000 $6,250 $7,500
3⼈部屋A $420 $720 $960 $1,200 $2,400 $3,600 $4,800 $6,000 $7,200
3⼈部屋B $403 $690 $920 $1,150 $2,300 $3,450 $4,600 $5,750 $6,900

ESLスターター コース
(フィリピンマンツーマン×5コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1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 $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
2⼈部屋A $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300
2⼈部屋B $525 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
3⼈部屋A $508 $900 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700
3⼈部屋B $90 $840 $1,120 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $7,000 $8,400

ESLスタンダード コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1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 $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550 $7,400 $9,250 $11,100
2⼈部屋A $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
2⼈部屋B $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800 $6,600 $8,250 $9,900
3⼈部屋A $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300
3⼈部屋B $525 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000

ESL パワー・レビュー コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1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 $630 $1,080 $1,440 $1,800 $3,600 $5,400 $7,200 $9,000 $10,800
2⼈部屋A $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600
2⼈部屋B $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300
3⼈部屋A $525 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
3⼈部屋B $508 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700



ESLネイティブ・プレミアム コース
(ネイティブマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1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 $840 $1,440 $1,920 $2,400 $4,800 $7,200 $9,600 $12,000 $14,400
2⼈部屋A $770 $1,320 $1,760 $2,200 $4,400 $6,600 $8,800 $11,000 $13,200
3⼈部屋B $753 $1,290 $1,720 $2,150 $4,300 $6,450 $8,600 $10,750 $12,900
3⼈部屋A $735 $1,260 $1,680 $2,100 $4,200 $6,300 $8,400 $10,500 $12,600
3⼈部屋B $718 $1,230 $1,640 $2,050 $4,100 $6,150 $8,200 $10,250 $12,300

IELTS/TOEIC スタンダード コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)
TOEFL スタンダード コース
(フィリピンマンツーマン×5コマ)
EFB（English For Business） コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×1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 $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550 $7,400 $9,250 $11,100
2⼈部屋A $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
2⼈部屋B $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600
3⼈部屋A $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300
3⼈部屋B $525 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000

IELTS/TOEIC スパルタ コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1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 $665 $1,140 $1,520 $1,900 $3,800 $5,700 $7,600 $9,500 $11,400
2⼈部屋A $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 $10,200
2⼈部屋B $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
3⼈部屋A $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600
3⼈部屋B $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300

IELTS/TOEIC 点数保証 コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)
TOEFL 点数保証 コース
(フィリピンマンツーマン×5コマ)

期間 12週間
1⼈部屋 $5,850
2⼈部屋A $5,250
2⼈部屋B $5,100
3⼈部屋A $4,950
3⼈部屋B $4,800

IELTS点数保証レベル︓5.5/6.0/6.5/7
 保証⼊学可能レベル︓3.5/5.0/6.0/6.5
TOEIC点数保証レベル︓700/800/900
 保証⼊学可能レベル︓250/300/350
TOEFL点数保証レベル︓75/85/100
 保証⼊学可能レベル︓12/15/20

IELTS 点数保証スペシャル コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)

期間 12週間
1⼈部屋 $5,910
2⼈部屋A $5,250
2⼈部屋B $5,100
3⼈部屋A $4,950
3⼈部屋B $4,800



IFG 20/32 (保証) コース(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブグループ×1コマ、フィリピングループ×1コマ)
期間 20週間 32週間

1⼈部屋 $17,320 $25,912
2⼈部屋A $16,270 $24,235
2⼈部屋B $16,020 $23,835
3⼈部屋A $15,250 $23,400
3⼈部屋B $15,000 $23,000

Stenberg コース(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブグループ×1コマ、フィリピングループ×1コマ)
期間 20週間 32週間

1⼈部屋 $9,750 $15,500
2⼈部屋A $8,750 $13,900
2⼈部屋B $8,500 $13,500
3⼈部屋A $8,250 $13,100
3⼈部屋B $8,000 $12,700

Rapid 30/60 コース
(フィリピンマンツーマン3コマ、ネイティブマンツーマン×2コマ、ネイティブグループ×1コマ)

期間 1週間(35時間2週間(70時間)
1⼈部屋 $815 $1,540
2⼈部屋A $745 $1,420
2⼈部屋B $728 $1,390
3⼈部屋A $710 $1,360
3⼈部屋B $693 $1,330

インテンシブ YLE(ヤングラーナーズイングリッシュ) コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×1コマ、グループ（ナイトスタディ）×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 $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850 $7,800 $9,750 $11,700
2⼈部屋A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
2⼈部屋B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 $10,200
3⼈部屋A $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
3⼈部屋B $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600

プレミアム YLE(ヤングラーナーズイングリッシュ) コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×2コマ、ネイティブグループ×1コマ、グループ（ナイトスタディ）×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 $735 $1,260 $1,680 $2,100 $4,200 $6,300 $8,400 $10,500 $12,600
2⼈部屋A $665 $1,140 $1,520 $1,900 $3,800 $5,700 $7,600 $9,500 $11,400
2⼈部屋B $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550 $7,400 $9,250 $11,100
3⼈部屋A $630 $1,080 $1,440 $1,800 $3,600 $5,400 $7,200 $9,000 $10,800
3⼈部屋B $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500



ご出発前に必要な費⽤

費⽤名（出発前） 期間
1.登録料 $100
2.授業料、寮費 上記表参照下さい

$100 マニラ空港(週末到着でご家族の⽅)
$50 マニラ空港(週末到着)…
$20 クラーク空港…

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 6,500ペソ
2.テキスト費 1冊100-500ペソ
3.寮デポジット費 3,000ペソ 破損等がなければ退寮時に全額返⾦されます

1⼈部屋1700ペソ
2⼈部屋1,200ペソ
3⼈部屋1,000ペソ ※4週で100ワット超、ワットごと12ペソ付加

5.ビザ延⻑費 下記表参照ください
6.ACR-Iカード費 3,500ペソ 12週間以上滞在の⽅のみ
7.⽔道代 1⼈につき1週150ペソ
8.メンテナンス費 1,000ペソ/4週間
9.学⽣証 150ペソ
10.年間レポート費 310ペソ
11.ECC費 1,000ペソ 6ヵ⽉以上滞在する場合

合計⽀払 1⼈部屋 ２⼈部屋 ３⼈部屋
1週間 ₱10,475 ₱10,350 ₱10,300
2週間 ₱11,300 ₱11,050 ₱10,950
3週間 ₱12,125 ₱11,750 ₱11,600
4週間 ₱12,950 ₱12,450 ₱12,250
8週間 ₱19,880 ₱18,880 ₱18,480
12週間 ₱31,580 ₱30,080 ₱29,480
16週間 ₱38,010 ₱36,010 ₱35,210
20週間 ₱44,440 ₱41,940 ₱40,940
24週間 ₱50,870 ₱47,870 ₱46,670

ビザ延⻑費⽤

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

1回⽬ 59⽇間(8週間) 3,630ペソ
2回⽬ 89⽇間(12週間) 4,900ペソ
3回⽬ 119⽇間(16週間) 3,130ペソ
4回⽬ 149⽇間(20週間) 3,130ペソ
5回⽬ 179⽇間(24週間) 3,130ペソ

3.空港ピックアップ費

4.電気代（4週）


