
料⾦表
1:1 グループ オプション 合計

スーパーベーシックESL 5 2 1 8コマ
パブリックESL 4 3 1 8コマ
パワーESL 5 3 1 9コマ
プライベートパワーESL 7 1 1 9コマ
スパルタESL 5 3 1 9コマ
パワースパルタESL 7 1 1 9コマ
ジュニア 5 1 – 6コマ
TOEIC:マンツーマン 4 3 1 8コマ
TOEIC:スピーキング 4 3 1 8コマ
ビジネス 5 3 1 9コマ
下記表の費⽤に含まれるのは授業料寮費です（寮費には⼊学⾦、⾷事、洗濯も含まれます）
授業は1コマ50分です。

パブリックESL コース
マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ、オプション×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 ¥89,500 ¥155,750 ¥222,000 ¥275,000 ¥540,000 ¥805,000 ¥1,070,000 ¥1,335,000 ¥1,600,000
2⼈部屋 ¥59,500 ¥100,750 ¥142,000 ¥175,000 ¥340,000 ¥505,000 ¥670,000 ¥835,000 ¥1,000,000
3⼈部屋 ¥51,100 ¥85,350 ¥119,600 ¥147,000 ¥284,000 ¥421,000 ¥558,000 ¥695,000 ¥832,000
4⼈部屋 ¥48,100 ¥79,850 ¥111,600 ¥137,000 ¥264,000 ¥391,000 ¥518,000 ¥645,000 ¥772,000
6⼈部屋 ¥45,100 ¥74,350 ¥103,600 ¥127,000 ¥244,000 ¥361,000 ¥478,000 ¥595,000 ¥712,000

パワーESL コース
マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ、オプション×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 ¥93,100 ¥162,350 ¥231,600 ¥287,000 ¥564,000 ¥841,000 ¥1,118,000 ¥1,395,000 ¥1,672,000
2⼈部屋 ¥63,100 ¥107,350 ¥151,600 ¥187,000 ¥364,000 ¥541,000 ¥718,000 ¥895,000 ¥1,072,000
3⼈部屋 ¥54,700 ¥91,950 ¥129,200 ¥159,000 ¥308,000 ¥457,000 ¥606,000 ¥755,000 ¥904,000
4⼈部屋 ¥51,700 ¥86,450 ¥121,200 ¥149,000 ¥288,000 ¥427,000 ¥566,000 ¥705,000 ¥844,000
6⼈部屋 ¥48,700 ¥80,950 ¥113,200 ¥139,000 ¥268,000 ¥397,000 ¥526,000 ¥655,000 ¥784,000

プライベートパワーESL コース
マンツーマン×7コマ、グループ×1コマ、オプション×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 ¥99,100 ¥173,350 ¥247,600 ¥307,000 ¥604,000 ¥901,000 ¥1,198,000 ¥1,495,000 ¥1,792,000
2⼈部屋 ¥69,100 ¥118,350 ¥167,600 ¥207,000 ¥404,000 ¥601,000 ¥798,000 ¥995,000 ¥1,192,000
3⼈部屋 ¥60,700 ¥102,950 ¥145,200 ¥179,000 ¥348,000 ¥517,000 ¥686,000 ¥855,000 ¥1,024,000
4⼈部屋 ¥57,700 ¥97,450 ¥137,200 ¥169,000 ¥328,000 ¥487,000 ¥646,000 ¥805,000 ¥964,000
6⼈部屋 ¥54,700 ¥91,950 ¥129,200 ¥159,000 ¥308,000 ¥457,000 ¥606,000 ¥755,000 ¥904,000

ビジネス マンツーマン コース
マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ、オプション×1コマ
スーパーベーシックESL コース
マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ、オプション×1コマ
TOEIC/TOEIC スピーキング コース
マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ、オプション×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 ¥94,600 ¥165,100 ¥235,600 ¥292,000 ¥574,000 ¥856,000 ¥1,138,000 ¥1,420,000 ¥1,702,000
2⼈部屋 ¥64,600 ¥110,100 ¥155,600 ¥192,000 ¥374,000 ¥556,000 ¥738,000 ¥920,000 ¥1,102,000
3⼈部屋 ¥56,200 ¥94,700 ¥133,200 ¥164,000 ¥318,000 ¥472,000 ¥626,000 ¥780,000 ¥934,000
4⼈部屋 ¥53,200 ¥89,200 ¥125,200 ¥154,000 ¥298,000 ¥442,000 ¥586,000 ¥730,000 ¥874,000
6⼈部屋 ¥50,200 ¥83,700 ¥117,200 ¥144,000 ¥278,000 ¥412,000 ¥546,000 ¥680,000 ¥814,000

ジュニア コース
マンツーマン×5コマ、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 ¥95,500 ¥166,750 ¥238,000 ¥295,000 ¥580,000 ¥865,000 ¥1,150,000 ¥1,435,000 ¥1,720,000
2⼈部屋 ¥65,500 ¥111,750 ¥158,000 ¥195,000 ¥380,000 ¥565,000 ¥750,000 ¥935,000 ¥1,120,000
3⼈部屋 ¥57,100 ¥96,350 ¥135,600 ¥167,000 ¥324,000 ¥481,000 ¥638,000 ¥795,000 ¥952,000
4⼈部屋 ¥54,100 ¥90,850 ¥127,600 ¥157,000 ¥304,000 ¥451,000 ¥598,000 ¥745,000 ¥892,000
6⼈部屋 ¥51,100 ¥85,350 ¥119,600 ¥147,000 ¥284,000 ¥421,000 ¥558,000 ¥695,000 ¥832,000



ご出発前に必要な費⽤
費⽤名（出発前） 価格

1.登録料 上記料⾦表に含まれています。
2.授業料、寮費 上記表参照ください

無料
（1~3週滞在の場合、2,000

到着後学校にて必要な費⽤
費⽤名 価格

1.SSP申請費 6500ペソ
2.テキスト費 約2,000円 / 4週

3.ACR ID card 3000ペソ
4.寮デポジット費※ 2500ペソ / 4週
5.電気⽔道設備料 約2,000円 / 4週

6.ビザ延⻑費 下記表参照ください
6.マンツーマン追加費 5000ペソ / 4週

※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）

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） 3330ペソ
2回⽬ 89⽇間（12週） 6920ペソ
3回⽬ 119⽇間（16週） 9550ペソ
4回⽬ 149⽇間（20週） 12180ペソ
5回⽬ 179⽇間（24週） 14810ペソ

※学校によってビザ延⻑申請代⾏⼿数料200から500ペソほどかかります。

3.空港ピックアップ費


