
という、生徒さまやお客さまのご意見にお答えして

この度、新しい滞在プランをご用意しました。

新プランの内容や料金プランを紹介させていただきます！

コース内容につきましては、今までと変更ございません。

学校以外でも

英語を話す時間が欲しい！

もっとリーズナブルに

英語を勉強したい！



セブ医科大学生とのルームシェアプラン 

★当校と同じ建物内にございます、セブ医科大学生の学生寮でルームシェアをすることができます。 

★学校以外でも英語を話す機会を増やしたい方であればフィリピン人のセブ医科大学に通う医学生との

　　ルームシェアはベストです。

★勤勉な大学生が多く、ご自身の英語の勉強の刺激にもなります。

★3人部屋、4人部屋、5人部屋からお選びいただけます。

★シングルベッドで快適！

★同じ建物内ですので、綺麗な環境でお過ごしいただくことができます。

★人数分の勉強スペース、収納棚が備わっています。

★お部屋の外には共有の机やソファがあり、交流の場としてご使用いただけます。

★医療業種にお勤めの方は新設のMedical Englishコースをお選びいただけますと、

　　より効果的に学ぶことができます。

コンドミニアム1人部屋、2人部屋プランとの設備の違い

キッチン、冷蔵庫、ケトル、電子レンジ、テレビなどはございません。

タオル・トイレットペーパー・お水は、ウェルカムセットとして入寮日にお渡しします。

ドライヤーは有料で貸し出しさせていただきます。

■お部屋の共通設備

〇シングルベッド

〇机・椅子

〇トイレ・シャワー

〇Wi-Fi

〇収納スペース

共通のご案内

■開始日とお申込み受付開始日

　開始日：2017年1月1日（日）

　お申込み受付開始日：本日より

■校則について

　コンドミニアム滞在の生徒さまと特に変更はございません。

■料金について

別紙の料金表をご確認ください。



廊下と共有スペース ベッドルームの様子

ベッドルームの様子 勉強スペース クローゼット　　　　

シャワールーム 洗面台 トイレ

シェアルームの様子



※2017年1月1日より受け入れ可能

セブ医科大学生（フィリピン人）とのルームシェアプラン！

必然的に良質な英語で日々コミュニケーションが取れる環境が魅力！

General English Course

【マンツーマン授業：6コマ　無料グループオプション授業：2コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

3人部屋シェア ¥77,000 ¥110,000 ¥137,000 ¥163,000 ¥326,000 ¥489,000 ¥652,000 ¥815,000 ¥978,000

4人部屋シェア ¥76,000 ¥108,000 ¥133,000 ¥158,000 ¥316,000 ¥474,000 ¥632,000 ¥790,000 ¥948,000

5人部屋シェア ¥75,000 ¥106,000 ¥129,000 ¥153,000 ¥306,000 ¥459,000 ¥612,000 ¥765,000 ¥918,000

長期割引 ¥-15,000 ¥-20,000 ¥-25,000

Intensive English Course

【マンツーマン授業：8コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

3人部屋シェア ¥83,000 ¥122,000 ¥155,000 ¥187,000 ¥374,000 ¥561,000 ¥748,000 ¥935,000 ¥1,122,000

4人部屋シェア ¥82,000 ¥120,000 ¥151,000 ¥182,000 ¥364,000 ¥546,000 ¥728,000 ¥910,000 ¥1,092,000

5人部屋シェア ¥81,000 ¥118,000 ¥147,000 ¥177,000 ¥354,000 ¥531,000 ¥708,000 ¥885,000 ¥1,062,000

長期割引 ¥-15,000 ¥-20,000 ¥-25,000

Business English Course

【マンツーマン授業：6コマ　無料グループオプション授業：2コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

3人部屋シェア ¥83,000 ¥122,000 ¥155,000 ¥187,000 ¥374,000 ¥561,000 ¥748,000 ¥935,000 ¥1,122,000

4人部屋シェア ¥82,000 ¥120,000 ¥151,000 ¥182,000 ¥364,000 ¥546,000 ¥728,000 ¥910,000 ¥1,092,000

5人部屋シェア ¥81,000 ¥118,000 ¥147,000 ¥177,000 ¥354,000 ¥531,000 ¥708,000 ¥885,000 ¥1,062,000

長期割引 ¥-15,000 ¥-20,000 ¥-25,000

TOEIC/TOEFL/IELTS Course

【マンツーマン授業：6コマ　無料グループオプション授業：2コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

3人部屋シェア ¥83,000 ¥122,000 ¥155,000 ¥187,000 ¥374,000 ¥561,000 ¥748,000 ¥935,000 ¥1,122,000

4人部屋シェア ¥82,000 ¥120,000 ¥151,000 ¥182,000 ¥364,000 ¥546,000 ¥728,000 ¥910,000 ¥1,092,000

5人部屋シェア ¥81,000 ¥118,000 ¥147,000 ¥177,000 ¥354,000 ¥531,000 ¥708,000 ¥885,000 ¥1,062,000

長期割引 ¥-15,000 ¥-20,000 ¥-25,000

Medical English Course

【マンツーマン授業：6コマ　無料グループオプション授業：2コマ　50分/1コマ】

1週 ２週 ３週 ４週 ８週 １２週 １６週 ２０週 ２４週

3人部屋シェア ¥83,000 ¥122,000 ¥155,000 ¥187,000 ¥374,000 ¥561,000 ¥748,000 ¥935,000 ¥1,122,000

4人部屋シェア ¥82,000 ¥120,000 ¥151,000 ¥182,000 ¥364,000 ¥546,000 ¥728,000 ¥910,000 ¥1,092,000

5人部屋シェア ¥81,000 ¥118,000 ¥147,000 ¥177,000 ¥354,000 ¥531,000 ¥708,000 ¥885,000 ¥1,062,000

長期割引 ¥-15,000 ¥-20,000 ¥-25,000

※長期割引につきましては、他のキャンペーンとは併用できないことがございますのでご注意くださいませ。



★上記料金に含まれるもの

授業料、滞在費（寮費）、平日2食食事代（土日祝は朝食のみ）、お部屋清掃費、

空港ピックアップ費(空港⇒学校　片道分)、無線インターネット使用料

★その他、日本でお支払い頂くもの

●入学金：15,000円

●海外送金手数料：3,000円

★現地でお客様にお支払頂くもの

●SSP発行費：6,500ペソ

●ビザ延長費：右記参照

●ACR-I CARD発行費（59日以上滞在の方のみ）：3,000ペソ

●教材費：4週あたり1,400ペソ（４週未満の方も1,400ペソ）

●電気代：メーター計算

●学生証発行費：250ペソ

●ランドリー代：約30ペソ/1キロ

※ビザ延長費用（手続き代行手数料含む）

滞在日数30日（4週）まで：不要

滞在日数59日（8週）まで：3,440ペソ

滞在日数89日（12週）まで：4,710ペソ　 計：8,150ペソ

滞在日数119日（16週）まで：2,740ペソ　計：10,890ペソ

滞在日数149日（20週）まで：2,740ペソ　計：13,630ペソ

滞在日数179日（24週）まで：2,740ペソ　計：16,370ペソ

★ご希望者の方のみ

●追加マンツーマン授業：700ペソ/1コマ（50分）

●延泊費（1人あたり）： 1,500ペソ/1泊　（朝食付き）

●夕食の追加：1,400ペソ/週（月~木）

※電気代は、3人部屋～5人部屋 ⇒ 300ペソ/週　　を事前徴収

　メーター計算後、お支払い分を超過の場合 ⇒ 超過分をお支払い。お支払い分よりも使用料が少ない場合 ⇒ その分を返金。

　4週以下の方は退寮時に精算、5週以上の方は4週間ごとに精算

※ランドリーは建物1階のランドリーショップを各自でご利用いただきます。（預けて戻ってくるまでに2~3日かかります）

※オプションの夕食は、月～木となり、金曜日の夕食は付きません。


