
PINES チャピス 料⾦表 20190112
1:1 1:4 オプション 合計

Power ESL 4 4 3 11
Intensive ESL 5 2 3 10
Premium ESL 7 ー 3 10
Premium senior 7 ー 3 10
試験対策 4 4 3 11
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）⻑期割引適応済です。
1コマ45分授業

Power ESL コース
マンツーマン×4時間、グループ(1:4)×4時間、オプション(無料)×3時間

期間 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 ¥107,400 ¥152,150 ¥179,000 ¥358,000 ¥537,000 ¥711,000 ¥885,000 ¥1,059,000
2⼈部屋 ¥95,400 ¥135,150 ¥159,000 ¥318,000 ¥477,000 ¥631,000 ¥785,000 ¥939,000
3⼈部屋 ¥86,400 ¥122,400 ¥144,000 ¥288,000 ¥432,000 ¥571,000 ¥710,000 ¥849,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

Intensive ESL コース
マンツーマン×5時間、グループ(1:4)×2時間、オプション(無料)×3時間

期間 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 ¥112,200 ¥158,950 ¥187,000 ¥374,000 ¥561,000 ¥743,000 ¥925,000 ¥1,107,000
2⼈部屋 ¥100,200 ¥141,950 ¥167,000 ¥334,000 ¥501,000 ¥663,000 ¥825,000 ¥987,000
3⼈部屋 ¥91,200 ¥129,200 ¥152,000 ¥304,000 ¥456,000 ¥603,000 ¥750,000 ¥897,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

Premium ESL/ Senior Premium ESL 7 コース
マンツーマン×7時間、オプション(無料)×3時間

期間 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 ¥119,400 ¥169,150 ¥199,000 ¥398,000 ¥597,000 ¥791,000 ¥985,000 ¥1,179,000
2⼈部屋 ¥107,400 ¥152,150 ¥179,000 ¥358,000 ¥537,000 ¥711,000 ¥885,000 ¥1,059,000
3⼈部屋 ¥98,400 ¥139,400 ¥164,000 ¥328,000 ¥492,000 ¥651,000 ¥810,000 ¥969,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000



Pre-TOEIC,Pre-IELTSコース
マンツーマン×4時間、グループ(1:4)×4時間、オプション(無料)×3時間

期間 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 ¥109,800 ¥155,550 ¥183,000 ¥366,000 ¥549,000 ¥727,000 ¥905,000 ¥1,083,000
2⼈部屋 ¥97,800 ¥138,550 ¥163,000 ¥326,000 ¥489,000 ¥647,000 ¥805,000 ¥963,000
3⼈部屋 ¥88,800 ¥125,800 ¥148,000 ¥296,000 ¥444,000 ¥587,000 ¥730,000 ¥873,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

TOEIC/TOEIC Speaking /TOEFL/IELTS/コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)

期間 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 ¥112,800 ¥159,800 ¥188,000 ¥376,000 ¥564,000 ¥747,000 ¥930,000 ¥1,113,000
2⼈部屋 ¥100,800 ¥142,800 ¥168,000 ¥336,000 ¥504,000 ¥667,000 ¥830,000 ¥993,000
3⼈部屋 ¥91,800 ¥130,050 ¥153,000 ¥306,000 ¥459,000 ¥607,000 ¥755,000 ¥903,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

IELTS点数保証 コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)

期間 8週間 10週間
1⼈部屋 ¥433,000 ¥476,000
2⼈部屋 ¥390,000 ¥426,000
3⼈部屋 ¥360,000 ¥388,500



ご出発前に必要な費⽤
費⽤名（出発前） 期間
1.登録料 ¥15,000
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 ¥5,000 ※マニラ-バギオ⽚道料⾦

到着後学校にて必要な費⽤
費⽤名 価格
1.SSP申請費 6,300ペソ
2.テキスト費 4週平均1,000ペソ
3.寮デポジット費 3,000ペソ
4.電気代/⽔道代(4週) 使⽤分を⽀払
5.ビザ延⻑費 下記表参照ください
6.ACR-Iカード費 3,300ペソ
7.授業追加費 1︓1 200ペソ/1コマ
*1. 2インチ×2インチの証明写真が必要 2枚/4週間、3枚/8週間、4枚/12週間
*3.破損などがなければ退寮時に全額返⾦）
*4.メインキャンパス ※電気代約11ペソ/1kmw⽔道代約151ペソ/1m
*6. 59⽇以上滞留者
*7. マネージャーとの⾯談後、現地にて追加することが可能

ビザ延⻑費⽤
ビザ延⻑回数 滞在可能期間 延⻑費⽤ 合計⾦額

延⻑⼿続きなし ⼊国から30⽇間 ー 無料
1回⽬ 59⽇間(8週間) 3,440ペソ 3,440ペソ
2回⽬ 89⽇間(12週間) 4,410ペソ 7,850ペソ
3回⽬ 119⽇間(16週間) 2,740ペソ 10,590ペソ
4回⽬ 149⽇間(20週間) 2,740ペソ 13,330ペソ
5回⽬ 179⽇間(24週間) 2,740ペソ 16,070ペソ



PINES チャピス 料⾦表 ※2020年1⽉1⽇以降お申し込みで、2020年4⽉1⽇以降に渡航されるお客様
1:1 1:4 オプション 合計

Power ESL 4 4 3 11
Intensive ESL 5 2 3 10
Power ESL6 6 ー 2 8
Premium ESL 7 ー 3 10
Premium senior 7 ー 3 10
試験対策 4 4 3 11
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）⻑期割引適応済です。
1コマ45分授業

Power ESL コース
マンツーマン×4時間、グループ(1:4)×4時間、オプション(無料)×3時間

期間 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 ¥107,400 ¥152,150 ¥179,000 ¥358,000 ¥537,000 ¥711,000 ¥885,000 ¥1,059,000
2⼈部屋 ¥95,400 ¥135,150 ¥159,000 ¥318,000 ¥477,000 ¥631,000 ¥785,000 ¥939,000
3⼈部屋 ¥86,400 ¥122,400 ¥144,000 ¥288,000 ¥432,000 ¥571,000 ¥710,000 ¥849,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

Intensive ESL コース
マンツーマン×5時間、グループ(1:4)×2時間、オプション(無料)×3時間

期間 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 ¥112,200 ¥158,950 ¥187,000 ¥374,000 ¥561,000 ¥743,000 ¥925,000 ¥1,107,000
2⼈部屋 ¥100,200 ¥141,950 ¥167,000 ¥334,000 ¥501,000 ¥663,000 ¥825,000 ¥987,000
3⼈部屋 ¥91,200 ¥129,200 ¥152,000 ¥304,000 ¥456,000 ¥603,000 ¥750,000 ¥897,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

Power ESL6
マンツーマン6 コマ+ Night option

期間 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 ¥126,600 ¥179,350 ¥211,000 ¥422,000 ¥633,000 ¥839,000 ¥1,045,000 ¥1,251,000
2⼈部屋 ¥108,600 ¥153,850 ¥181,000 ¥362,000 ¥543,000 ¥719,000 ¥895,000 ¥1,071,000
4⼈部屋 ¥100,800 ¥142,800 ¥168,000 ¥336,000 ¥504,000 ¥667,000 ¥830,000 ¥993,000
6⼈部屋 ¥94,800 ¥134,300 ¥158,000 ¥316,000 ¥474,000 ¥627,000 ¥780,000 ¥933,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000



Premium ESL/ Senior Premium ESL 7 コース
マンツーマン×7時間、オプション(無料)×3時間

期間 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 ¥119,400 ¥169,150 ¥199,000 ¥398,000 ¥597,000 ¥791,000 ¥985,000 ¥1,179,000
2⼈部屋 ¥107,400 ¥152,150 ¥179,000 ¥358,000 ¥537,000 ¥711,000 ¥885,000 ¥1,059,000
3⼈部屋 ¥98,400 ¥139,400 ¥164,000 ¥328,000 ¥492,000 ¥651,000 ¥810,000 ¥969,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

Pre-TOEIC,Pre-IELTSコース
マンツーマン×4時間、グループ(1:4)×4時間、オプション(無料)×3時間

期間 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 ¥109,800 ¥155,550 ¥183,000 ¥366,000 ¥549,000 ¥727,000 ¥905,000 ¥1,083,000
2⼈部屋 ¥97,800 ¥138,550 ¥163,000 ¥326,000 ¥489,000 ¥647,000 ¥805,000 ¥963,000
3⼈部屋 ¥88,800 ¥125,800 ¥148,000 ¥296,000 ¥444,000 ¥587,000 ¥730,000 ¥873,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

TOEIC/TOEIC Speaking /TOEFL/IELTS/コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)

期間 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 ¥112,800 ¥159,800 ¥188,000 ¥376,000 ¥564,000 ¥747,000 ¥930,000 ¥1,113,000
2⼈部屋 ¥100,800 ¥142,800 ¥168,000 ¥336,000 ¥504,000 ¥667,000 ¥830,000 ¥993,000
3⼈部屋 ¥91,800 ¥130,050 ¥153,000 ¥306,000 ¥459,000 ¥607,000 ¥755,000 ¥903,000
⻑期割引 – – – – – ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000

IELTS点数保証 コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)

期間 8週間 10週間
1⼈部屋 ¥433,000 ¥476,000
2⼈部屋 ¥390,000 ¥426,000
3⼈部屋 ¥360,000 ¥388,500



ご出発前に必要な費⽤
費⽤名（出発前） 期間
1.登録料 ¥15,000
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 ¥5,000 ※マニラ-バギオ⽚道料⾦

到着後学校にて必要な費⽤
費⽤名 価格
1.SSP申請費 6,300ペソ
2.テキスト費 4週平均1,000ペソ
3.寮デポジット費 3,000ペソ
4.電気代/⽔道代(4週) 2,000ペソ 使⽤分を⽀払
5.ビザ延⻑費 下記表参照ください
6.ACR-Iカード費 3,300ペソ
7.授業追加費 1︓1 200ペソ/1コマ
*1. 2インチ×2インチの証明写真が必要 2枚/4週間、3枚/8週間、4枚/12週間
*3.破損などがなければ退寮時に全額返⾦）
*4.メインキャンパス ※電気代約11ペソ/1kmw⽔道代約151ペソ/1m
*6. 59⽇以上滞留者
*7. マネージャーとの⾯談後、現地にて追加することが可能

ビザ延⻑費⽤
ビザ延⻑回数 滞在可能期間 延⻑費⽤ 合計⾦額

延⻑⼿続きなし ⼊国から30⽇間 ー 無料
1回⽬ 59⽇間(8週間) 3,440ペソ 3,440ペソ
2回⽬ 89⽇間(12週間) 4,410ペソ 7,850ペソ
3回⽬ 119⽇間(16週間) 2,740ペソ 10,590ペソ
4回⽬ 149⽇間(20週間) 2,740ペソ 13,330ペソ
5回⽬ 179⽇間(24週間) 2,740ペソ 16,070ペソ


