
料⾦表
1:1 Group(⼩) Group(⼤) 選択 テスト 合計

General ESL 4 2 1 2 ー 9コマ
Intensive English 5 2 1 2 2 12コマ

試験(準備) 4 2 1 2 ー 9コマ
試験(⼀般) 4 2 ー 2 2 10コマ
試験(集中) 5 2 ー 2 2 11コマ

Rapid 30/60 6 3 ー 2 ー 11コマ
Junior 5 1 1 2 ー 9コマ

Gurardian DIET 2 1 1 2 ー 6コマ
下記表の費⽤は、授業料と宿泊費が含まれています。
希望者は追加で⾷事のオプション（$30/週）を週単位でつけることができます。
1コマ45分です。

General ESL コース
マンツーマンクラス×4コマ、グループクラス(⼩)×2コマグループクラス(⼤)×1コマ、選択クラス×2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 $784 $1,359 $1,881 $2,090 $4,180 $6,270 $8,360 $10,450 $12,540
2⼈部屋 $596 $1,034 $1,431 $1,590 $3,180 $4,770 $6,360 $7,950 $9,540
3⼈部屋 $551 $956 $1,323 $1,470 $2,940 $4,410 $5,880 $7,350 $8,820
4⼈部屋 $506 $878 $1,215 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,750 $8,100

1⼈部屋B $821 $1,424 $1,971 $2,190 $4,380 $6,570 $8,760 $10,950 –
2⼈部屋B(Aタイプ) $641 $1,112 $1,539 $1,710 $3,420 $5,130 $6,840 $8,550 –
2⼈部屋B(Bタイプ) $634 $1,099 $1,521 $1,690 $3,380 $5,070 $6,760 $8,450 –

3⼈部屋B $574 $995 $1,377 $1,530 $3,060 $4,590 $6,120 $7,650 –
4⼈部屋B $551 $956 $1,323 $1,470 $2,940 $4,410 $5,880 $7,350 –

６⼈部屋＊⼥性専⽤ （Superior Hexa） $506 $878 $1,215 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,750 –

TOEIC/TOEFL/IELTS Preparatory コース
マンツーマンクラス×4コマ、グループクラス(⼩)×2コマ グループクラス(⼤)×1コマ、選択クラス×2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 $803 $1,391 $1,926 $2,140 $4,280 $6,420 $8,560 $10,700 $12,840
2⼈部屋 $615 $1,066 $1,476 $1,640 $3,280 $4,920 $6,560 $8,200 $9,840
3⼈部屋 $570 $988 $1,368 $1,520 $3,040 $4,560 $6,080 $7,600 $9,120
4⼈部屋 $525 $910 $1,260 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $7,000 $8,400

1⼈部屋B $840 $1,456 $2,016 $2,240 $4,480 $6,720 $8,960 $11,200 –
2⼈部屋B(Aタイプ) $660 $1,144 $1,584 $1,760 $3,520 $5,280 $7,040 $8,800 –
2⼈部屋B(Bタイプ) $653 $1,131 $1,566 $1,740 $3,480 $5,220 $6,960 $8,700 –

3⼈部屋B $593 $1,027 $1,422 $1,580 $3,160 $4,740 $6,320 $7,900 –
4⼈部屋B $570 $988 $1,368 $1,520 $3,040 $4,560 $6,080 $7,600 –

６⼈部屋＊⼥性専⽤ （Superior Hexa） $525 $910 $1,260 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $7,000 –

Intensive English コース
TOEIC/TOEFL/IELTS General コース
マンツーマンクラス×4コマ、グループクラス(⼩)×2コマ プラクティステスト×2コマ、選択クラス×2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 $829 $1,437 $1,989 $2,210 $4,420 $6,630 $8,840 $11,050 $13,260
2⼈部屋 $641 $1,112 $1,539 $1,710 $3,420 $5,130 $6,840 $8,550 $10,260
3⼈部屋 $596 $1,034 $1,431 $1,590 $3,180 $4,770 $6,360 $7,950 $9,540
4⼈部屋 $551 $956 $1,323 $1,470 $2,940 $4,400 $5,880 $7,350 $8,820

1⼈部屋B $866 $1,502 $2,079 $2,310 $4,620 $6,930 $9,240 $11,550 –
2⼈部屋B(Aタイプ) $686 $1,190 $1,647 $1,830 $3,660 $5,490 $7,320 $9,150 –
2⼈部屋B(Bタイプ) $679 $1,177 $1,629 $1,810 $3,620 $5,430 $7,240 $9,050 –

3⼈部屋B $619 $1,073 $1,485 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 –
4⼈部屋B $596 $1,034 $1,431 $1,590 $3,180 $4,770 $3,480 $7,950 –

６⼈部屋＊⼥性専⽤ （Superior Hexa） $551 $956 $1,323 $1,470 $2,940 $4,410 $5,880 $7,350 –

TOEIC/TOEFL/IELTS Intensive コース
マンツーマンクラス×5コマ、グループクラス(⼩)×2コマ プラクティステスト×2コマ、選択クラス×2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 $848 $1,469 $2,034 $2,260 $4,520 $6,780 $9,040 $11,300 $13,560
2⼈部屋 $660 $1,144 $1,584 $1,760 $3,520 $5,280 $7,040 $8,800 $10,560
3⼈部屋 $615 $1,066 $1,476 $1,640 $3,280 $4,920 $6,560 $8,200 $9,840
4⼈部屋 $570 $988 $1,368 $1,520 $3,040 $4,560 $6,080 $7,600 $9,120

1⼈部屋B $885 $1,534 $2,124 $2,360 $4,720 $7,080 $9,440 $11,800 –
2⼈部屋B(Aタイプ) $705 $1,222 $1,692 $1,880 $3,760 $5,640 $7,520 $9,400 –
2⼈部屋B(Bタイプ) $698 $1,209 $1,674 $1,860 $3,620 $5,580 $7,440 $9,300 –

3⼈部屋B $638 $1,105 $1,530 $1,700 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 –
4⼈部屋B $615 $1,066 $1,476 $1,640 $3,280 $4,920 $6,560 $8,200 –

６⼈部屋＊⼥性専⽤ （Superior Hexa） $570 $988 $1,368 $1,520 $3,040 $4,560 $6,080 $7,600 –



Rapid30/60 コース
マンツーマンクラス×6コマ、グループクラス(⼩)×3コマ 選択クラス×2コマ

期間 1週間 2週間
1⼈部屋 $892 $1,546
2⼈部屋 $704 $1,221
3⼈部屋 $659 $1,143
4⼈部屋 $614 $1,065

1⼈部屋B $930 $1,611
2⼈部屋B(Aタイプ) $750 $1,299
2⼈部屋B(Bタイプ) $743 $1,286

3⼈部屋B $683 $1,182
4⼈部屋B $660 $1,143

６⼈部屋＊⼥性専⽤ （Superior Hexa） $614 $1,065

Junior Programコース
マンツーマンクラス×5コマ、グループクラス(⼩)×1コマ グループクラス(⼤)×1コマ、選択クラス

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
2⼈部屋 $735 $1,274 $1,764 $1,960 $3,920 $5,880 $7,840 $9,800 $11,760
3⼈部屋 $690 $1,196 $1,656 $1,840 $3,680 $5,520 $7,360 $9,200 $11,040

2⼈部屋B(Aタイプ) $780 $1,352 $1,872 $2,080 $4,160 $6,240 $8,320 $10,400 $12,480
2⼈部屋B(Bタイプ) $773 $1,339 $1,854 $2,060 $4,120 $6,180 $8,240 $10,300 $12,630

3⼈部屋B $713 $1,235 $1,710 $1,900 $3,800 $5,700 $7,600 $9,500 $11,400
4⼈部屋B $690 $1,196 $1,656 $1,840 $3,680 $5,520 $7,360 $9,200 $11,040

Gurardian DIETコース
マンツーマンクラス×2コマ、グループクラス(⼩)×1コマ グループクラス(⼤)×1コマ、選択クラス×2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
2⼈部屋 $551 $956 $1,323 $1,470 $2,940 $4,410 $5,880 $7,350 $8,820
3⼈部屋 $506 $878 $1,215 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,750 $8,100

2⼈部屋B(Aタイプ) $596 $1,034 $1,431 $1,590 $3,180 $4,770 $6,360 $7,950 $9,540
2⼈部屋B(Bタイプ) $589 $1,021 $1,413 $1,570 $3,140 $4,710 $6,280 $7,850 $9,420

3⼈部屋B $529 $917 $1,269 $1,410 $2,820 $4,230 $5,640 $7,050 $8,460
4⼈部屋B $506 $878 $1,215 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,750 $8,100



《ご出発前に必要な費⽤》
費⽤名（出発前） 価格

1.登録料 $120
2.⾷事代 $30/週
3.ピックアップ費⽤ $20(⼟⽇)/$40(平⽇)

《到着後学校にて必要な費⽤》
費⽤名（到着後学校にて） 価格

1.SSP申請費 6500ペソ
Basic Fee 1000ペソ

＋使⽤量
Basic Fee 1000ペソ

＋使⽤量
4.⽔道代 1000ペソ/4週間
5.ビザ延⻑費 下記表参照ください
6.ACR-Iカード費 3300ペソ

3000ペソ
4000ペソ/9週間~

マンツーマン
6000ペソ/⽉

《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） 3640ペソ
2回⽬ 89⽇間（12週） 4910ペソ
3回⽬ 119⽇間（16週） 2940ペソ

※ビザ延⻑申請代⾏⼿数料500ペソかかります。

8.追加授業

7.寮保証⾦

3.電気代

2.テキスト費


