
コース コマ数 お部屋タイプ 2週 3週 4週 8週 12週 16週 18週

シングル $945 $1,260 $1,575 $3,150 $4,725 $6,300 $7,087.5

セミシングル $837 $1,116 $1,395 $2,790 $4,185 $5,580 $6,277.5

2人部屋 $810 $1,080 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,075

3+1部屋 $783 $1,044 $1,305 $2,610 $3,915 $5,220 $5,872.5

3人部屋 $756 $1,008 $1,260 $2,520 $3,780 $5,040 $5,670

4人部屋 $729 $972 $1,215 $2,430 $3,645 $4,860 $5,467.5

6人部屋 $648 $864 $1,080 $2,160 $3,240 $4,320 $4,860

シングル $945 $1,260 $1,575 $3,150 $4,725 $6,300 $7,087.5

セミシングル $837 $1,116 $1,395 $2,790 $4,185 $5,580 $6,277.5

2人部屋 $810 $1,080 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,075

3+1部屋 $783 $1,044 $1,305 $2,610 $3,915 $5,220 $5,872.5

3人部屋 $756 $1,008 $1,260 $2,520 $3,780 $5,040 $5,670

4人部屋 $729 $972 $1,215 $2,430 $3,645 $4,860 $5,467.5

6人部屋 $648 $864 $1,080 $2,160 $3,240 $4,320 $4,860

シングル $729 $972 $1,215 $2,430 $3,645 $4,860 $5,467.5

セミシングル $621 $828 $1,035 $2,070 $3,105 $4,140 $4,657.5

2人部屋 $594 $792 $990 $1,980 $2,970 $3,960 $4,455

3+1部屋 $567 $756 $945 $1,890 $2,835 $3,780 $4,252.5

3人部屋 $540 $720 $900 $1,800 $2,700 $3,600 $4,050

4人部屋 $513 $684 $855 $1,710 $2,565 $3,420 $3,847.5

6人部屋 $432 $576 $720 $1,440 $2,160 $2,880 $3,240

シングル $1,005 $1,340 $1,675 $3,350 $5,025 $6,700 $7,537.5

セミシングル $897 $1,196 $1,495 $2,990 $4,485 $5,980 $6,727.5

2人部屋 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $6,525

3+1部屋 $843 $1,124 $1,405 $2,810 $4,215 $5,620 $6,322.5

3人部屋 $816 $1,088 $1,360 $2,720 $4,080 $5,440 $6,120

4人部屋 $789 $1,052 $1,315 $2,630 $3,945 $5,260 $5,917.5

6人部屋 $708 $944 $1,180 $2,360 $3,540 $4,720 $5,310

シングル $1,005 $1,340 $1,675 $3,350 $5,025 $6,700 $7,537.5

セミシングル $897 $1,196 $1,495 $2,990 $4,485 $5,980 $6,727.5

2人部屋 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $6,525

3+1部屋 $843 $1,124 $1,405 $2,810 $4,215 $5,620 $6,322.5

3人部屋 $816 $1,088 $1,360 $2,720 $4,080 $5,440 $6,120

4人部屋 $789 $1,052 $1,315 $2,630 $3,945 $5,260 $5,917.5

6人部屋 $708 $944 $1,180 $2,360 $3,540 $4,720 $5,310

シングル $5,475

セミシングル $4,935

2人部屋 $4,800

3+1部屋 $4,665

3人部屋 $4,530

4人部屋 $4,395

6人部屋 $3,990

グループをマンツーマン
授業へ変更（1コマ/4週）

ESL : $70
IELTS : $85

マンツーマン授業を追
加（1コマ/ 4週）

ESL : $130
その他 : $145

カリキュラム変更費用

マンツーマン
3時間
＋

1:4グループ

4時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

 MONOL　料金表（通常価格）　2019.01.01

※6週/7週など4週単位でないご登録は、ご希望コースを確認・お問合せの上、4週+（4週の50%）/(4週の75%)でご計算ください。
※通常期と繁忙期をまたぐ場合には念のためお見積りをご案内させていただきますのでお気軽にお問合せください。

Regular ESL

※指定入学日以外のご
入学不可
※5/6/7週といった半端

週の場合、後半1/2/3週
はOne-on-One ESL受講

Business English

※就活/就業/客室乗務
員から選択

TOEIC

IELTS

※指定入学日以外はマ
ンツーマン授業5時間

マンツーマン
3時間
＋

1:4 グループ

4時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

マンツーマン
3時間
＋

1:4グループ

4時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

マンツーマン
5時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

One-on-One ESL

マンツーマン
5時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

Group ESL

※指定入学日以外のご
入学不可

1:4グループ

4時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

※2019年度レギュラーシーズンは3月16日（土）～7月5日（金）、8月31日（土）～2020年1月3日（金）の期間です。

IELTS点数保障

（5.5/ 6.0/ 6.5/ 7.0）

※コース開講日は要問
合せ



コース コマ数 お部屋タイプ 2週 3週 4週 8週 12週 16週 18週

シングル $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $7,875

セミシングル $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $6,975

2人部屋 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $6,750

3+1部屋 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $6,525

3人部屋 $840 $1,120 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $6,300

4人部屋 $810 $1,080 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,075

6人部屋 $720 $960 $1,200 $2,400 $3,600 $4,800 $5,400

シングル $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $7,875

セミシングル $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $6,975

2人部屋 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $6,750

3+1部屋 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $6,525

3人部屋 $840 $1,120 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $6,300

4人部屋 $810 $1,080 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,075

6人部屋 $720 $960 $1,200 $2,400 $3,600 $4,800 $5,400

シングル $810 $1,080 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,075

セミシングル $690 $920 $1,150 $2,300 $3,450 $4,600 $5,175

2人部屋 $660 $880 $1,100 $2,200 $3,300 $4,400 $4,950

3+1部屋 $630 $840 $1,050 $2,100 $3,150 $4,200 $4,725

3人部屋 $600 $800 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $4,500

4人部屋 $570 $760 $950 $1,900 $2,850 $3,800 $4,275

6人部屋 $480 $640 $800 $1,600 $2,400 $3,200 $3,600

シングル $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550 $7,400 $8,325

セミシングル $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $7,425

2人部屋 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $7,200

3+1部屋 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $6,975

3人部屋 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $6,750

4人部屋 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $6,525

6人部屋 $780 $1,040 $1,300 $2,600 $3,900 $5,200 $5,850

シングル $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550 $7,400 $8,325

セミシングル $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $7,425

2人部屋 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $7,200

3+1部屋 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $6,975

3人部屋 $900 $1,200 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $6,750

4人部屋 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $6,525

6人部屋 $780 $1,040 $1,300 $2,600 $3,900 $5,200 $5,850

シングル $6,000

セミシングル $5,400

2人部屋 $5,250

3+1部屋 $5,100

3人部屋 $4,950

4人部屋 $4,800

6人部屋 $4,350

グループをマンツーマン
授業へ変更（1コマ/4週）

ESL : $70
IELTS : $85

マンツーマン授業を追
加（1コマ/ 4週）

ESL : $130
その他 : $145

One-on-One ESL

マンツーマン
5時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

カリキュラム変更費用

 MONOL　料金表（繁忙期価格）　2019.01.01

※2019年度ピークシーズンは1月5日（土）～3月15日（金）、7月6日（土）～8月30日（金）の期間です。

※6週/7週など4週単位でないご登録は、ご希望コースを確認・お問合せの上、4週+（4週の50%）/(4週の75%)でご計算ください。
※通常期と繁忙期をまたぐ場合には念のためお見積りをご案内させていただきますのでお気軽にお問合せください。

Regular ESL

※指定入学日以外のご
入学不可
※5/6/7週といった半端

週の場合、後半1/2/3週
はOne-on-One ESL受講

マンツーマン
3時間
＋

1:4 グループ

4時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

IELTS点数保障

（5.5/ 6.0/ 6.5/ 7.0）

※コース開講日は要問
合せ

マンツーマン
3時間
＋

1:4グループ

4時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

Group ESL

※指定入学日以外のご
入学不可

1:4グループ

4時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

Buisiness English

※就活/就業/客室乗務
員から選択

TOEIC

マンツーマン
5時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）

IELTS

※指定入学日以外はマ
ンツーマン授業5時間

マンツーマン
3時間
＋

1:4グループ

4時間

（無料オプション
大グループ
3時間30分）



コース コマ数 お部屋タイプ 2週 3週 4週 8週 12週 16週 18週

シングル $945 $1,260 $1,575 $3,150 $4,725 $6,300 $7,088

セミシングル $837 $1,116 $1,395 $2,790 $4,185 $5,580 $6,278

2⼈部屋 $810 $1,080 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,075

3+1部屋 $783 $1,044 $1,305 $2,610 $3,915 $5,220 $5,873

3⼈部屋 $756 $1,008 $1,260 $2,520 $3,780 $5,040 $5,670

4⼈部屋 $729 $972 $1,215 $2,430 $3,645 $4,860 $5,468

6⼈部屋 $648 $864 $1,080 $2,160 $3,240 $4,320 $4,860

シングル $945 $1,260 $1,575 $3,150 $4,725 $6,300 $7,088

セミシングル $837 $1,116 $1,395 $2,790 $4,185 $5,580 $6,278

2⼈部屋 $810 $1,080 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,075

3+1部屋 $783 $1,044 $1,305 $2,610 $3,915 $5,220 $5,873

3⼈部屋 $756 $1,008 $1,260 $2,520 $3,780 $5,040 $5,670

4⼈部屋 $729 $972 $1,215 $2,430 $3,645 $4,860 $5,468

6⼈部屋 $648 $864 $1,080 $2,160 $3,240 $4,320 $4,860

シングル $729 $972 $1,215 $2,430 $3,645 $4,860 $5,468

セミシングル $621 $828 $1,035 $2,070 $3,105 $4,140 $4,658

2⼈部屋 $594 $792 $990 $1,980 $2,970 $3,960 $4,455

3+1部屋 $567 $756 $945 $1,890 $2,835 $3,780 $4,253

3⼈部屋 $540 $720 $900 $1,800 $2,700 $3,600 $4,050

4⼈部屋 $513 $684 $855 $1,710 $2,565 $3,420 $3,848

6⼈部屋 $432 $576 $720 $1,440 $2,160 $2,880 $3,240

シングル $1,005 $1,340 $1,675 $3,350 $5,025 $6,700 $7,538

セミシングル $897 $1,196 $1,495 $2,990 $4,485 $5,980 $6,728

2⼈部屋 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $6,525

3+1部屋 $843 $1,124 $1,405 $2,810 $4,215 $5,620 $6,323

3⼈部屋 $816 $1,088 $1,360 $2,720 $4,080 $5,440 $6,120

4⼈部屋 $789 $1,052 $1,315 $2,630 $3,945 $5,260 $5,918

6⼈部屋 $708 $944 $1,180 $2,360 $3,540 $4,720 $5,310

シングル $1,005 $1,340 $1,675 $3,350 $5,025 $6,700 $7,538

セミシングル $897 $1,196 $1,495 $2,990 $4,485 $5,980 $6,728

2⼈部屋 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $6,525

3+1部屋 $843 $1,124 $1,405 $2,810 $4,215 $5,620 $6,323

3⼈部屋 $816 $1,088 $1,360 $2,720 $4,080 $5,440 $6,120

4⼈部屋 $789 $1,052 $1,315 $2,630 $3,945 $5,260 $5,918

6⼈部屋 $708 $944 $1,180 $2,360 $3,540 $4,720 $5,310

シングル $5,475

セミシングル $4,935

2⼈部屋 $4,800

3+1部屋 $4,665

3⼈部屋 $4,530

4⼈部屋 $4,395

6⼈部屋 $3,990

グループをマンツーマン授
業へ変更（1コマ/4週）

ESL : $70
IELTS : $85

マンツーマン授業を追加（1
コマ/ 4週）

ESL : $130
その他 : $145

カリキュラム変更費⽤

マンツーマン
3時間

＋
1:4グループ

4時間

（無料オプション
⼤グループ

3時間30分）

 MONOL 料⾦表（通常価格） 2019.01.01

※6週/7週など4週単位でないご登録は、ご希望コースを確認・お問合せの上、4週+（4週の50%）/(4週の75%)でご計算ください。
※通常期と繁忙期をまたぐ場合には念のためお⾒積りをご案内させていただきますのでお気軽にお問合せください。

Regular ESL

※指定⼊学⽇以外のご⼊学
不可
※5/6/7週といった半端週の
場合、後半1/2/3週はOne-
on-One ESL受講

Business English

※就活/就業/客室乗務員から
選択

TOEIC

IELTS

※指定⼊学⽇以外はマン
ツーマン授業5時間

マンツーマン
3時間

＋
1:4 グループ

4時間

（無料オプション
⼤グループ

3時間30分）

マンツーマン
3時間

＋
1:4グループ

4時間

（無料オプション
⼤グループ

3時間30分）

マンツーマン
5時間

（無料オプション
⼤グループ

3時間30分）

One-on-One ESL

マンツーマン
5時間

（無料オプション
⼤グループ

3時間30分）

Group ESL

※指定⼊学⽇以外のご⼊学
不可

1:4グループ
4時間

（無料オプション
⼤グループ

3時間30分）

※2019年度レギュラーシーズンは3⽉16⽇（⼟）〜7⽉5⽇（⾦）、8⽉31⽇（⼟）〜2020年1⽉3⽇（⾦）の期間です。

IELTS点数保障
（5.5/ 6.0/ 6.5/ 7.0）

※コース開講⽇は要問合せ



入学金（リピーター免除） $100

団体ピックアップ費
（往路片道/ マニラ空港着便）

$50

授業料 別シート

寮費（3食/掃除洗濯込み） 別シート

SSP（特別就学許可・6か月有効 $125

管理費（教材・光熱費/ 定額） 下表参照

2週 $30

3週 $40

4週 $50

5週 $70

6週 $80

7週 $90

8週 $100

9週 $120

10週 $130

11週 $140

12週 $150

13週 $170

14週 $180

15週 $190

16週 $200

17週 $220

18週 $230

19週 $240

20週 $250

21週 $270

22週 $280

23週 $290

24週 $300

日本国内でのお支払い

登録週別管理費



保証金（卒業時返金） $100 or 4,000ペソ

観光ビザ延長 下表参照

ACR-I card（9週以上 3,000ペソ

CRTV（25週以上） 1,410ペソ

SSP更新（25週以上） $125
年間費用　※ 310ペソ※

※11月1日以前に入国、翌年にまたいでビザ更新する場合

出国証明（25週以上） 750ペソ

2週 30日無査証

3週 30日無査証

4週 30日無査証

5週 3,430ペソ

6週 3,430ペソ

7週 3,430ペソ

8週 3,430ペソ

9週 8,130ペソ

10週 8,130ペソ

11週 8,130ペソ

12週 8,130ペソ

13週 10,860ペソ

14週 10,860ペソ

15週 10,860ペソ

16週 10,860ペソ

17週 13,590ペソ

18週 13,590ペソ

19週 13,590ペソ

20週 13,590ペソ

21週 16,320ペソ

22週 16,320ペソ

23週 16,320ペソ

24週 16,320ペソ

現地費用

登録週別観光ビザ費用




