
料⾦表
無料

オプション
ライト 2 2 1.5 5.5コマ

レギュラー 3 2 1.5 6.5コマ
集中 4 2 1.5 7.5コマ

スパルタ 5 2 1.5 8.5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。

ホームステイはアメリカ⼈もしくはイギリス⼈ネイティブ講師宅にご滞在いただきます。（1⼈部屋）

ライト コース
マンツーマン×2コマ、グループクラス×2コマ、無料オプション×1.5時間

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（EC) – – – ¥178,000 ¥345,000 ¥508,000 ¥671,000 ¥818,000 ¥976,000
1⼈部屋（ST) – – – ¥200,000 ¥389,000 ¥574,000 ¥759,000 ¥928,000 ¥1,108,000
1⼈部屋（DX,HS) – – – ¥255,000 ¥499,000 ¥739,000 ¥979,000 ¥1,203,000 ¥1,438,000
2⼈部屋（EC) – – – ¥167,000 ¥323,000 ¥475,000 ¥627,000 ¥763,000 ¥910,000
2⼈部屋（ST) – – – ¥189,000 ¥367,000 ¥541,000 ¥715,000 ¥873,000 ¥1,042,000
2⼈部屋（DX) – – – ¥244,000 ¥477,000 ¥706,000 ¥935,000 ¥1,148,000 ¥1,372,000

レギュラー コース
マンツーマン×3コマ、グループクラス×2コマ、無料オプション×1.5時間

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（EC) ¥96,000 ¥137,000 ¥178,000 ¥220,000 ¥433,000 ¥646,000 ¥840,000 ¥1,047,000 ¥1,221,000
1⼈部屋（ST) ¥107,000 ¥154,000 ¥198,000 ¥242,000 ¥477,000 ¥712,000 ¥928,000 ¥1,157,000 ¥1,353,000
1⼈部屋（DX,HS) ¥140,000 ¥231,000 ¥258,000 ¥297,000 ¥587,000 ¥877,000 ¥1,148,000 ¥1,432,000 ¥1,683,000
2⼈部屋（EC) ¥85,000 ¥126,000 ¥167,000 ¥209,000 ¥411,000 ¥613,000 ¥769,000 ¥992,000 ¥1,155,000
2⼈部屋（ST) ¥96,000 ¥143,000 ¥187,000 ¥231,000 ¥455,000 ¥679,000 ¥884,000 ¥1,002,000 ¥1,287,000
2⼈部屋（DX) ¥129,000 ¥220,000 ¥247,000 ¥286,000 ¥565,000 ¥844,000 ¥1,104,000 ¥1,377,000 ¥1,617,000

集中 コース
マンツーマン×4コマ、グループクラス×2コマ、無料オプション×1.5時間

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（EC) ¥110,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥272,000 ¥539,000 ¥785,000 ¥1,014,000 ¥1,262,000 ¥1,465,000
1⼈部屋（ST) ¥121,000 ¥181,000 ¥239,000 ¥294,000 ¥583,000 ¥851,000 ¥1,102,000 ¥1,372,000 ¥1,597,000
1⼈部屋（DX,HS) ¥154,000 ¥258,000 ¥299,000 ¥349,000 ¥693,000 ¥1,016,000 ¥1,322,000 ¥1,647,000 ¥1,927,000
2⼈部屋（EC) ¥99,000 ¥154,000 ¥209,000 ¥261,000 ¥517,000 ¥752,000 ¥970,000 ¥1,207,000 ¥1,399,000
2⼈部屋（ST) ¥110,000 ¥170,000 ¥228,000 ¥283,000 ¥561,000 ¥818,000 ¥1,058,000 ¥1,317,000 ¥1,531,000
2⼈部屋（DX) ¥143,000 ¥247,000 ¥288,000 ¥338,000 ¥671,000 ¥983,000 ¥1,278,000 ¥1,592,000 ¥1,861,000

スパルタ コース
マンツーマン×5コマ、グループクラス×2コマ、無料オプション×1.5時間

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（EC) ¥123,000 ¥192,000 ¥259,000 ¥325,000 ¥629,000 ¥937,000 ¥1,207,000 ¥1,456,000 ¥1,742,000
1⼈部屋（ST) ¥134,000 ¥209,000 ¥279,000 ¥347,000 ¥673,000 ¥1,003,000 ¥1,295,000 ¥1,556,000 ¥1,874,000
1⼈部屋（DX,HS) ¥167,000 ¥286,000 ¥339,000 ¥402,000 ¥783,000 ¥1,168,000 ¥1,515,000 ¥1,841,000 ¥2,204,000
2⼈部屋（EC) ¥112,000 ¥181,000 ¥248,000 ¥314,000 ¥607,000 ¥904,000 ¥1,163,000 ¥1,401,000 ¥1,676,000
2⼈部屋（ST) ¥123,000 ¥198,000 ¥268,000 ¥336,000 ¥651,000 ¥970,000 ¥1,251,000 ¥1,511,000 ¥1,808,000
2⼈部屋（DX) ¥156,000 ¥275,000 ¥328,000 ¥391,000 ¥761,000 ¥1,135,000 ¥1,471,000 ¥1,786,000 ¥2,138,000

1:1 グループ 合計

部屋はそれぞれエコノミー（EC)、スタンダード（ST)、デラックス（DX）、ホームステイ（HS）となりま
す。




