
■2019年　 ZA English Academy  UVキャンパス　料金表
※適用期間：お申込ベースで2019年1月1日から
※通貨：日本円

授業料とドミトリー費（4週基準）

コース 授業料 ドミトリー 料金 1泊延泊料金

ESL General ¥105,000 1人部屋 ¥103,000 ¥1,300
Business Course ¥125,000 2人部屋 ¥79,000 ¥1,200
TOEIC・TOEFL・IELTS ¥125,000 3人部屋 ¥64,000 ¥1,100
Additional 1：1 Class ¥20,000 4人部屋 ¥49,000 ¥1,000
入学金 ¥15,000 空港Pick up ¥2,000

●ワンツーワン追加（1コマ）
1コマ ¥1,000

IN/OUT

コース

部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 部屋タイプ/期間 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋

1週間 ¥85,280 ¥75,440 ¥69,290 ¥63,140 ¥93,480 ¥83,850 ¥77,490 ¥71,340 12週間ESL ¥624,000 ¥552,000 ¥507,000 ¥462,000

2週間 ¥131,040 ¥115,920 ¥106,470 ¥97,020 ¥143,640 ¥128,520 ¥119,070 ¥109,620
寮費＋インターンア
レンジ費56000円

¥159,000 ¥135,000 ¥120,000 ¥105,000

3週間 ¥176,800 ¥156,400 ¥143,650 ¥130,900 ¥193,800 ¥173,400 ¥160,650 ¥147,900 16週間 ¥783,000 ¥687,000 ¥627,000 ¥567,000

4週間 ¥208,000 ¥184,000 ¥169,000 ¥154,000 ¥228,000 ¥204,000 ¥189,000 ¥174,000 ●上記料金に含まれるもの：

5週間 ¥260,000 ¥230,000 ¥211,250 ¥192,500 ¥285,000 ¥255,000 ¥236,250 ¥217,500 授業料、滞在費（寮費）、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、

6週間 ¥312,000 ¥276,000 ¥253,500 ¥231,000 ¥342,000 ¥306,000 ¥283,500 ¥261,000 掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費

7週間 ¥364,000 ¥322,000 ¥295,750 ¥269,500 ¥399,000 ¥357,000 ¥330,750 ¥304,500

8週間 ¥416,000 ¥368,000 ¥338,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥408,000 ¥378,000 ¥348,000

9週間 ¥468,000 ¥414,000 ¥380,250 ¥346,500 ¥513,000 ¥459,000 ¥425,250 ¥391,500

10週間 ¥520,000 ¥460,000 ¥422,500 ¥385,000 ¥570,000 ¥510,000 ¥472,500 ¥435,000 部屋タイプ/期間 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋

11週間 ¥572,000 ¥506,000 ¥464,750 ¥423,500 ¥627,000 ¥561,000 ¥519,750 ¥478,500 12週間 ¥729,000 ¥660,000 ¥612,000 ¥564,000

12週間 ¥624,000 ¥552,000 ¥507,000 ¥462,000 ¥684,000 ¥612,000 ¥567,000 ¥522,000

13週間 ¥676,000 ¥598,000 ¥549,250 ¥500,500 ¥741,000 ¥663,000 ¥614,250 ¥565,500

14週間 ¥728,000 ¥644,000 ¥591,500 ¥539,000 ¥798,000 ¥714,000 ¥661,500 ¥609,000

15週間 ¥780,000 ¥690,000 ¥633,750 ¥577,500 ¥855,000 ¥765,000 ¥708,750 ¥652,500

16週間 ¥832,000 ¥736,000 ¥676,000 ¥616,000 ¥912,000 ¥816,000 ¥756,000 ¥696,000

20週間 ¥1,040,000 ¥920,000 ¥845,000 ¥770,000 ¥1,140,000 ¥1,020,000 ¥945,000 ¥870,000

24週間 ¥1,248,000 ¥1,104,000 ¥1,014,000 ¥924,000 ¥1,368,000 ¥1,224,000 ¥1,134,000 ¥1,044,000 ●上記料金に含まれるもの：

36週間 ¥1,872,000 ¥1,656,000 ¥1,521,000 ¥1,386,000 ¥2,052,000 ¥1,836,000 ¥1,701,000 ¥1,566,000

48週間 ¥2,496,000 ¥2,208,000 ¥2,028,000 ¥1,848,000 ¥2,736,000 ¥2,448,000 ¥2,268,000 ¥2,088,000

●備考：

※4週以上から計算式は4週÷4ｘ希望週数です。

※1レッスンは50分。

※ビザ関連：30日までSSPのみ、31日～8週がSSP＋ビザ延長1回、60日～がSSP＋期間分ビザ延長＋ACRI費用。半年以上はSSP2回、ECC要。

※ワンツーワン追加は初日の月曜日の午後、土曜日/祝日に受講可能です。(日曜日は除外）

※現地でお申し込みの際は、講師のスケジュール確認等があるため、追加される1週間前までに現地スタッフに申請して下さい。

※空港ピックアップは1名につき2,000円/平日または空港以外ピックアップをご希望の場合は、3,000円となります。

※ZA Englishでは帰国時のセンディングサービスは行っておりませんので予めご了承ください。

※到着された週末（土日）にオリエンテーション実施を希望される方は別途5000円を頂戴します。

●現地払関連(円)

項目 料金 単位 ※ビザ延長料金（手数料込）

SSP ¥14,300 半年につき1回 留学期間 料金

ACRI ¥6,600 滞在が60日以上 8週間 ¥7,600

IDカード ¥660 期間問わず1回 12週間 ¥10,500

ECC ¥1,600 半年以上のみ 16週間 ¥6,000

管理費 ¥660 1週につき 20週間 ¥6,000

電気代(個室) ¥880 1週につき 24週間 ¥9,600

電気代(2人) ¥660 1週につき 28週間 ¥6,000

電気代(3人) ¥440 1週につき 32週間 ¥6,000

電気代(4人) ¥330 1週につき 36週間 ¥6,000

¥2,200 1週間 40週間 ¥6,000

¥2,900 2週間

¥3,600 3週間

¥4,200 4週間

日曜/土曜が基本で又は土曜/土曜か日曜/日曜の場合最初か最後の1泊で部屋移動の可能性有

・ESL Generalコース
（1日ワンツーワン4コマ＋グループ4コマ）

・試験対策（TOEIC・TOEFL・IELTS）コース

・ビジネスコース

・大学聴講プログラム

・グローバルインターンシップ（12週間ESL+4週間インターンシップ）

※4週間のグローバルインターンシップ期間を短くすることはできませんので、予めご了承ください。

TOEIC 点数保証コース（１２週間　学費+宿泊費）

エグゼクティブコース

1人部屋/1週間コース ¥135,500

1人部屋/2週間コース ¥185,500

入学金、食費3食、授業料+寮費、現地費用すべてシティーツアー、ポケットWIFI（ロード代込）

ドライヤー、ハンガー、空港ピックアップ、トイレットペーパー、掃除・洗濯サービス

教材

5週目以上から1冊単位で
購入可能

　1冊250ペソ～
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