
週数 1人部屋 2人部屋 4人部屋
6人部屋

(SFCのみ)

エグゼクティ

ブ

1人利用

デラックス

1人利用

エグゼクティ

ブ

2人利用

デラックス

2人利用
3人利用

ホテルA

1人利用

ホテルB

1人利用

ホテルA

2人利用

ホテルB

2人利用

コンドミニア

ム

1人利用

コンドミニア

ム

2人利用

ウォークイン

(ITPのみ)

1 ￥90,400 ￥81,800 ￥75,000 ￥70,700 ￥143,600 ￥130,700 ￥113,600 ￥100,700 ￥75,000 ￥212,200 ￥135,000 ￥169,300 ￥113,600 ￥117,000 ￥95,600 ￥70,700

2 ￥148,800 ￥134,800 ￥123,700 ￥116,700 ￥235,200 ￥214,300 ￥186,400 ￥165,500 ￥123,700 ￥346,800 ￥221,300 ￥277,100 ￥186,400 ￥192,000 ￥157,100 ￥116,700

3 ￥185,800 ￥168,600 ￥154,900 ￥146,300 ￥292,200 ￥266,500 ￥232,100 ￥206,400 ￥154,900 ￥429,500 ￥275,000 ￥343,700 ￥232,100 ￥239,000 ￥196,100 ￥146,300

4 ￥233,500 ￥212,100 ¥194,900 ￥184,200 ￥366,500 ￥334,300 ￥291,400 ￥259,300 ￥194,900 ￥538,100 ￥345,100 ￥430,900 ￥291,400 ￥300,000 ￥246,400 ￥184,200

5 ￥291,900 ￥265,100 ￥243,600 ￥230,200 ￥458,100 ￥417,900 ￥364,300 ￥324,100 ￥243,600 ￥672,600 ￥431,300 ￥538,600 ￥364,300 ￥375,000 ￥308,000 ￥230,200

6 ￥350,300 ￥318,100 ￥292,400 ￥276,300 ￥549,800 ￥501,500 ￥437,100 ￥388,900 ￥292,400 ￥807,200 ￥517,600 ￥646,300 ￥437,100 ￥450,000 ￥369,600 ￥276,300

7 ￥408,600 ￥371,100 ￥341,100 ￥322,300 ￥641,400 ￥585,100 ￥510,000 ￥453,700 ￥341,100 ￥941,700 ￥603,800 ￥754,000 ￥510,000 ￥525,000 ￥431,200 ￥322,300

8 ￥467,000 ￥424,100 ￥389,800 ￥368,400 ￥733,000 ￥668,700 ￥582,900 ￥518,500 ￥389,800 ￥1,076,200 ￥690,100 ￥861,700 ￥582,900 ￥600,000 ￥492,800 ￥368,400

9 ￥525,400 ￥477,100 ￥438,500 ￥414,400 ￥824,600 ￥752,200 ￥655,700 ￥583,300 ￥438,500 ￥1,210,700 ￥776,400 ￥969,400 ￥655,700 ￥675,000 ￥554,400 ￥414,400

10 ￥583,800 ￥530,200 ￥487,300 ￥460,400 ￥916,300 ￥835,800 ￥728,600 ￥648,100 ￥487,300 ￥1,345,300 ￥862,600 ￥1,077,100 ￥728,600 ￥750,000 ￥616,000 ￥460,400

11 ￥642,200 ￥583,200 ￥536,000 ￥506,500 ￥1,007,900 ￥919,400 ￥801,400 ￥712,900 ￥536,000 ￥1,479,800 ￥948,900 ￥1,184,800 ￥801,400 ￥825,000 ￥677,500 ￥506,500

12 ￥700,500 ￥636,200 ￥584,700 ￥552,500 ￥1,099,500 ￥1,003,000 ￥874,300 ￥777,800 ￥584,700 ￥1,614,300 ￥1,035,200 ￥1,292,600 ￥874,300 ￥900,000 ￥739,100 ￥552,500

＜ビジネス・TOEIC・IELTSプランについて＞
・よりお手軽にビジネスイングリッシュ、TOEIC、IELTSをご受講頂くために、カリキュラム構成を全面的に見直しました
→4コマの特別カリキュラムマンツーマン＋2ESLマンツーマン＋2ESLレベル別グループ
※受講数に制限がありますため、ご受講確約できない場合がありますこと、ご了承ください。

・ESLレッスンについては、マンツーマンでカランメソッド・スピーキングとグループでスピーキング・語彙となります。

・スケジュールについて(入学日を除く月～金）
※実際のカリキュラム構成自体は生徒様によって異なります

＜ビジネス＞ ＜TOEIC> ＜IELTS>

～8:00 朝食 ～8:00 朝食 ～8:00 朝食

8:00 ビジネス ～9:00 朝食 8:00 TOEIC演習 ～9:00 朝食 8:00
IELTS
スピーキング ～9:00 朝食

9:00 カラン 9:00 カラン 9:00 カラン 9:00 カラン 9:00 カラン 9:00 カラン

10:00 グループ 10:00 ビジネス 10:00 グループ 10:00 TOEIC語彙 10:00 グループ 10:00 IELTSリスニング

11:00 スピーキング 11:00 グループ 11:00 スピーキング 11:00 グループ 11:00 スピーキング 11:00 グループ
11:50～
13:00 昼食 12:00 ビジネス 11:50～13:00 昼食 12:00

TOEICリー
ディング

11:50～
13:00 昼食 12:00 IELTSリーディング

13:00
ビジネスプレ
ゼンテーショ

12：50～
14:00 昼食 13:00 TOEIC語彙

12：50～
14:00 昼食 13:00

IELTS
リスニング

12：50～
14:00 昼食

14:00
ビジネスプレ
ゼンテーショ 14:00 スピーキング 14:00

TOEICリーディ
ング 14:00 スピーキング 14:00

IELTS
リーディング 14:00 スピーキング

15:00 グループ 15:00

ビジネスプレ
ゼンテーショ
ン 15:00 グループ 15:00

TOEICリスニ
ング 15:00 グループ 15:00 IELTSスピーキング

16:00 ビジネス 16:00
ビジネスプレ
ゼンテーショ 16:00

TOEICリスニ
ング 16:00 グループ 16:00

IELTS
ライティング 16:00 グループ

16:50～ 自由時間 17:00 グループ 16:50～ 自由時間 17:00 TOEIC演習 16:50～ 自由時間 17:00 IELTSライティング

17:30～ 夕食 17：50～ 夕食 17:30～ 夕食 17：50～ 夕食 17:30～ 夕食 17：50～ 夕食

QQEnglish　新料金表 （2018/12/1より適応）

特別プラン（4ビジネス・TOEIC・IELTS＋2ESLマンツーマン＋2ESLレベル別グループ)

Registration Fee  $150

Additionaloliday rate   $30/day

Long stay discount (Not include Walk in and Hotel Plan)

8 weeks-11weeks                            $100
12Weeks-15weeks $200
16weeks-19weeks                           $300
20weeks-23weeks                           $400

Estimated Expenses in the Philippines
SSP(Special student permition) P6,540

Visa Extension P3340～/Month
Student ID P200
Electricity (Facility fee) P500/Week

入学金 ¥15,000

祝日追加料金 ¥3,500/日

長期割引 ※ウォークイン・ホテル滞在は除く
8 weeks-11weeks                            ¥10,000
12Weeks-15weeks ¥20,000          
16weeks-19weeks                           ¥30,000          
20weeks-23weeks                           ¥40,000          
24weeks- ¥50,000          

ペソ現地支払い費用

SSP(Special student permition) P6,540 ※すべての生徒様

Visa延長費用 P3,340～/30日以上滞在の方

I-card                                                       P3,000(59日以上ご滞在の方)

ID発行費用 P200 ※すべての生徒様

写真代（ビザ、学生証用） P100 ※写真持参の方を除く


