
EnglishFella料⾦表 20180831
1:1 グループ 無料クラス 1⽇の合計

ESL4 4 3 1 8コマ
ESL6 6 1 1 8コマ

テスト対策+ESL 4 3 1 8コマ
テスト対策専⾨ 4 3 1 8コマ
ビジネス英語 4 3 1 8コマ

(⼦)6 (⼦)6コマ
(親)4 (親)5コマ

下記表の費⽤は授業料と寮費です（寮費には⾷事、洗濯も含まれます）
授業は1コマ50分となっています。
プレミアム1⼈部屋は、2⼈で使うお部屋の広さになります。

ESL 4 コース
マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、グループ(ネイティブ講師)×1コマ、無料クラス×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
プレミアム1⼈部屋 $648 $1,110 $1,665 $1,850 $3,700 $5,550 $7,400 $9,150 $10,950

1⼈部屋A $613 $1,050 $1,575 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,650 $10,350
1⼈部屋B $582 $996 $1,494 $1,660 $3,320 $4,980 $6,640 $8,200 $9,810
2⼈部屋 $561 $960 $1,440 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $7,900 $9,450
3⼈部屋 $508 $870 $1,305 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,150 $8,550

TOEIC/IELTS/TOEFL+ESL コース
各テスト対策マンツーマン×2コマ、ESLマンツーマン×2コマ、グループ×3コマ、無料クラス×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
プレミアム1⼈部屋 $665 $1,140 $1,710 $1,900 $3,800 $5,700 $7,600 $9,400 $11,250

1⼈部屋A $630 $1,080 $1,620 $1,800 $3,600 $5,400 $7,200 $8,900 $10,650
1⼈部屋B $599 $1,026 $1,539 $1,710 $3,420 $5,130 $6,840 $8,450 $10,110
2⼈部屋 $578 $990 $1,485 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,150 $9,750
3⼈部屋 $525 $900 $1,350 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,400 $8,850

ESL 6 コース
マンツーマン×6コマ、グループ(ネイティブ講師)×1コマ、無料クラス×1コマ
ビジネス英語(EBC) コース
マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ、無料クラス×1コマ
TOEIC/IELTS/TOEFL専⾨ コース
マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ、無料クラス×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
プレミアム1⼈部屋 $690 $1,182 $1,773 $1,970 $3,940 $5,910 $7,880 $9,750 $11,670

1⼈部屋A $655 $1,122 $1,683 $1,870 $3,740 $5,610 $7,480 $9,250 $11,070
1⼈部屋B $624 $1,068 $1,602 $1,780 $3,560 $5,340 $7,120 $8,800 $10,530
2⼈部屋 $602 $1,032 $1,548 $1,720 $3,440 $5,160 $6,880 $8,500 $10,170
3⼈部屋 $550 $942 $1,413 $1,570 $3,140 $4,710 $6,280 $7,750 $9,270

親⼦留学 お⼦様コース
(⼦)マンツーマン×6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 $620 $1,062 $1,593 $1,770 $3,540 $5,310 $7,080 $8,750 $10,470
3⼈部屋 $567 $972 $1,458 $1,620 $3,240 $4,860 $6,480 $8,000 $9,570

親⼦留学 保護者様コース
(親)マンツーマン×4コマ、無料クラス×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
2⼈部屋 $498 $852 $1,278 $1,420 $2,840 $4,260 $5,680 $7,100 $8,520
3⼈部屋 $445 $762 $1,143 $1,270 $2,540 $3,810 $5,080 $6,350 $7,620

親⼦ – (親)1



ご出発前に必要な費⽤
費⽤名（出発前） 価格

1.登録料 US$150
2.授業料、寮費 上記表参照ください

3.空港ピックアップ費 無料
4.SSP申請費 6500ペソ

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.テキスト費（4週） 1500ペソ/4週間
2.総合管理費 1000ペソ/4週間
3.エアコンメーター 15ペソ/1kw
4.ビザ延⻑費 下記表参照ください
5.ACR-Iカード費 3300ペソ

3000ペソ/~8週間
4000ペソ/9週間~

到着後学校にて必要な費⽤
滞在ビザ延⻑回数 滞在可能期間 価格
延⻑⼿続きなし ⼊国から30⽇間（4週） 無料

1回⽬ 59⽇間（8週） 3140ペソ
2回⽬ 89⽇間（12週） 4410ペソ
3回⽬ 119⽇間（16週） 2440ペソ
4回⽬ 149⽇間（20週） 2440ペソ
5回⽬ 179⽇間（24週） 2440ペソ

6.寮保証⾦

※SSP申請やACR-Iカード作成のため、2×2インチ
約縦5.0cm×横5.0cmの写真が必要になります。
8週間以下…2枚、24週間以下…3枚、25週以上…4枚
現地到着後に写真を撮ることも可能です 6枚/100ペソ


