
■2020年　 ZA English Academy 　料金表
※適用期間：お申込ベースで2020年1月1日から 発行元： ZA English Academy 日本本部
※通貨：日本円 改定日：2019年8月22日

●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

EMC Gneral、Self study
親子 ¥105,000 1人部屋 ¥108,000 ¥4,200

EMC Special 1:1 ¥139,000 2人部屋 ¥85,000 ¥3,600
TOEIC・TOEFL・IELTS ¥125,000 3人部屋 ¥69,000 ¥3,000
Additional 1：1 Class ¥20,000 4人部屋 ¥53,000 ¥2,400
入学金 ¥15,000 空港Pick up ¥2,000

●One to One 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 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋

1週間 ¥87,330 ¥77,900 ¥71,340 ¥64,780 ¥101,270 ¥91,840 ¥85,280 ¥78,720 ¥95,530 ¥86,100 ¥79,540 ¥72,980

2週間 ¥134,190 ¥119,700 ¥109,620 ¥99,540 ¥155,610 ¥141,120 ¥131,040 ¥120,960 ¥146,790 ¥132,300 ¥122,220 ¥112,140

3週間 ¥181,050 ¥161,500 ¥147,900 ¥134,300 ¥209,950 ¥190,400 ¥176,800 ¥163,200 ¥198,050 ¥178,500 ¥164,900 ¥151,300

4週間 ¥213,000 ¥190,000 ¥174,000 ¥158,000 ¥247,000 ¥224,000 ¥208,000 ¥192,000 ¥233,000 ¥210,000 ¥194,000 ¥178,000

5週間 ¥266,250 ¥237,500 ¥217,500 ¥197,500 ¥308,750 ¥280,000 ¥260,000 ¥240,000 ¥291,250 ¥262,500 ¥242,500 ¥222,500

6週間 ¥319,500 ¥285,000 ¥261,000 ¥237,000 ¥370,500 ¥336,000 ¥312,000 ¥288,000 ¥349,500 ¥315,000 ¥291,000 ¥267,000

7週間 ¥372,750 ¥332,500 ¥304,500 ¥276,500 ¥432,250 ¥392,000 ¥364,000 ¥336,000 ¥407,750 ¥367,500 ¥339,500 ¥311,500

8週間 ¥426,000 ¥380,000 ¥348,000 ¥316,000 ¥494,000 ¥448,000 ¥416,000 ¥384,000 ¥466,000 ¥420,000 ¥388,000 ¥356,000

9週間 ¥479,250 ¥427,500 ¥391,500 ¥355,500 ¥555,750 ¥504,000 ¥468,000 ¥432,000 ¥524,250 ¥472,500 ¥436,500 ¥400,500

10週間 ¥532,500 ¥475,000 ¥435,000 ¥395,000 ¥617,500 ¥560,000 ¥520,000 ¥480,000 ¥582,500 ¥525,000 ¥485,000 ¥445,000

11週間 ¥585,750 ¥522,500 ¥478,500 ¥434,500 ¥679,250 ¥616,000 ¥572,000 ¥528,000 ¥640,750 ¥577,500 ¥533,500 ¥489,500

12週間 ¥639,000 ¥570,000 ¥522,000 ¥474,000 ¥741,000 ¥672,000 ¥624,000 ¥576,000 ¥699,000 ¥630,000 ¥582,000 ¥534,000

13週間 ¥692,250 ¥617,500 ¥565,500 ¥513,500 ¥802,750 ¥728,000 ¥676,000 ¥624,000 ¥757,250 ¥682,500 ¥630,500 ¥578,500

14週間 ¥745,500 ¥665,000 ¥609,000 ¥553,000 ¥864,500 ¥784,000 ¥728,000 ¥672,000 ¥815,500 ¥735,000 ¥679,000 ¥623,000

15週間 ¥798,750 ¥712,500 ¥652,500 ¥592,500 ¥926,250 ¥840,000 ¥780,000 ¥720,000 ¥873,750 ¥787,500 ¥727,500 ¥667,500

16週間 ¥852,000 ¥760,000 ¥696,000 ¥632,000 ¥988,000 ¥896,000 ¥832,000 ¥768,000 ¥932,000 ¥840,000 ¥776,000 ¥712,000

20週間 ¥1,065,000 ¥950,000 ¥870,000 ¥790,000 ¥1,235,000 ¥1,120,000 ¥1,040,000 ¥960,000 ¥1,165,000 ¥1,050,000 ¥970,000 ¥890,000

24週間 ¥1,278,000 ¥1,140,000 ¥1,044,000 ¥948,000 ¥1,482,000 ¥1,344,000 ¥1,248,000 ¥1,152,000 ¥1,398,000 ¥1,260,000 ¥1,164,000 ¥1,068,000

36週間 ¥1,917,000 ¥1,710,000 ¥1,566,000 ¥1,422,000 ¥2,223,000 ¥2,016,000 ¥1,872,000 ¥1,728,000 ¥2,097,000 ¥1,890,000 ¥1,746,000 ¥1,602,000

48週間 ¥2,556,000 ¥2,280,000 ¥2,088,000 ¥1,896,000 ¥2,964,000 ¥2,688,000 ¥2,496,000 ¥2,304,000 ¥2,796,000 ¥2,520,000 ¥2,328,000 ¥2,136,000

●現地払関連(円) ●ビザ延長料金（手数料込）

項目 料金 単位 留学期間 料金

SSP ¥15,000 半年につき1回 8週間 ¥8,700 部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋

ACRI ¥6,600 滞在が60日以上 12週間 ¥11,600 12週間ESL ¥639,000 ¥570,000 ¥522,000 ¥474,000

IDカード作成/印刷代 ¥700 期間問わず1回 16週間 ¥7,100 寮費+空港インターン
アレンジ費用 ¥214,000 ¥191,000 ¥175,000 ¥159,000

ECC ¥1,600 半年以上のみ 20週間 ¥7,100 寮費+ホテルインター
ンアレンジ費用 ¥164,000 ¥141,000 ¥125,000 ¥109,000

管理費 ¥660 1週につき 24週間 ¥10,700 【空港】16週間 ¥853,000 ¥761,000 ¥697,000 ¥633,000

電気代(個室) ¥880 1週につき 28週間 ¥7,100 【ホテル】16週間 ¥803,000 ¥711,000 ¥647,000 ¥583,000

電気代(2人) ¥660 1週につき 32週間 ¥7,100

電気代(3人) ¥440 1週につき 36週間 ¥7,100

電気代(4人) ¥330 1週につき 40週間 ¥7,100

¥2,200 1週間

¥2,900 2週間

¥3,600 3週間

¥4,200 4週間

●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。

※現地費用は国内払い。

※One to One追加は初日の月曜日の午後、土曜日/祝日に受講可能。(日曜日は不可） 部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋

　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。 12週間 ¥744,000 ¥678,000 ¥627,000 ¥576,000

※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のピックアップをご希望の場合は3,000円。

※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。

※Special One to Oneコースは、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、単語、文法、発音の7コマが基本です。

　希望により単語、文法、発音の最大3コマまで試験対策コースのクラスにアレンジが可能です。

※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。

教材

5週目以上から1冊単位で購入可能
　1冊250ペソ～

TOEIC点数保証コース（１２週間/授業料+滞在費）

上記料金に含まれるもの
入学金、空港ピックアップ、授業料、滞在費、食事3食、掃除・洗濯費、現地費用、

スクールツアー、ポケットWIFI（ロード代込/事前のSIMロック解除必要）、
ドライヤー、ハンガー、滞在期間中のトイレットペーパー

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

・EMCコース
①Generalプラン：One to One 4コマ＋グループ4コマ
②Self studyプラン：One to One ４コマ+グループ2コマ+自習2コマ

・親子コース　(2～4人部屋のみ）

・EMCコース
③Special One to Oneプラン：1日 One to One 7コマ

・試験対策コース
①TOEIC ②TOEFL ③IELTS
・ビジネスコース

グローバルインターンシップコース（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。

上記料金に含まれるもの
授業料、滞在費（インターンシップ期間中含める）、食事3食、掃除・洗濯費、

インターンシップアレンジ費
（各種証明書発行代行、インターンシップ期間中の昼食代、交通費含める）

エグゼクティブコース

1人部屋/1週間プラン ¥137,000

1人部屋/2週間プラン ¥188,500

口座番号 普通口座　５４４９２２７

本社住所 千葉県市原市東五所６－１０

電話番号 ０４３６－４１－５６７９ 

お振込先名義 ゼットエー株式会社 

銀行名・支店名 千葉興業銀行　五井支店
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