
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 ￥96,000 ￥87,400 ￥80,500 ￥76,200 ￥149,200 ￥136,300 ￥119,100 ￥106,300 ￥80,500 ￥217,800 ￥140,600 ￥174,900 ￥119,100 ￥122,600 ￥101,100 ￥76,200

2 ￥155,900 ￥142,000 ￥130,800 ￥123,900 ￥242,400 ￥221,500 ￥193,600 ￥172,700 ￥130,800 ￥353,900 ￥228,400 ￥284,200 ￥193,600 ￥199,200 ￥164,300 ￥123,900

3 ￥191,900 ￥174,800 ￥161,000 ￥152,500 ￥298,300 ￥272,600 ￥238,300 ￥212,500 ￥161,000 ￥435,600 ￥281,200 ￥349,800 ￥238,300 ￥245,100 ￥202,200 ￥152,500

4 ￥239,900 ￥218,500 ¥201,300 ￥190,600 ￥372,900 ￥340,700 ￥297,800 ￥265,700 ￥201,300 ￥544,500 ￥351,500 ￥437,300 ￥297,800 ￥306,400 ￥252,800 ￥190,600

5 ￥299,900 ￥273,100 ￥251,600 ￥238,200 ￥466,100 ￥425,900 ￥372,300 ￥332,100 ￥251,600 ￥680,600 ￥439,300 ￥546,600 ￥372,300 ￥383,000 ￥316,000 ￥238,200

6 ￥359,900 ￥327,700 ￥302,000 ￥285,900 ￥559,400 ￥511,100 ￥446,700 ￥398,500 ￥302,000 ￥816,800 ￥527,200 ￥655,900 ￥446,700 ￥459,600 ￥379,200 ￥285,900

7 ￥419,800 ￥382,300 ￥352,300 ￥333,500 ￥652,600 ￥596,300 ￥521,200 ￥464,900 ￥352,300 ￥952,900 ￥615,000 ￥765,200 ￥521,200 ￥536,200 ￥442,400 ￥333,500

8 ￥479,800 ￥436,900 ￥402,600 ￥381,200 ￥745,800 ￥681,500 ￥595,700 ￥531,300 ￥402,600 ￥1,089,000 ￥702,900 ￥874,500 ￥595,700 ￥612,800 ￥505,600 ￥381,200

9 ￥539,800 ￥491,500 ￥452,900 ￥428,800 ￥839,000 ￥766,600 ￥670,100 ￥597,700 ￥452,900 ￥1,225,100 ￥790,800 ￥983,800 ￥670,100 ￥689,400 ￥568,800 ￥428,800

10 ￥599,800 ￥546,200 ￥503,300 ￥476,400 ￥932,300 ￥851,800 ￥744,600 ￥664,100 ￥503,300 ￥1,361,300 ￥878,600 ￥1,093,100 ￥744,600 ￥766,000 ￥632,000 ￥476,400

11 ￥659,800 ￥600,800 ￥553,600 ￥524,100 ￥1,025,500 ￥937,000 ￥819,000 ￥730,500 ￥553,600 ￥1,497,400 ￥966,500 ￥1,202,400 ￥819,000 ￥842,600 ￥695,100 ￥524,100

12 ￥719,700 ￥655,400 ￥603,900 ￥571,700 ￥1,118,700 ￥1,022,200 ￥893,500 ￥797,000 ￥603,900 ￥1,633,500 ￥1,054,400 ￥1,311,800 ￥893,500 ￥919,200 ￥758,300 ￥571,700

＜スーペリアプランについて＞
・カリキュラム構成は8ESLマンツーマンとなります。
・カリキュラムは、カランメソッド・スピーキング×2・リーディング・リスニング・グラマー・発音・ニュースの固定カリキュラムとなります。
・8時開始16時50分終了、もしくは9時開始17時50分終了のいずれかとなります

・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
～8:00 朝食
8:00 リーディング ～9:00 朝食
9:00 カラン 9:00 カラン
10:00 発音 10:00 グラマー
11:00 スピーキング 11:00 ニュース
11:50～
13:00 昼食 12:00 リスニング

13:00 スピーキング
12：50～
14:00 昼食

14:00 ニュース 14:00 スピーキング
15:00 リスニング 15:00 スピーキング
16:00 グラマー 16:00 発音
16:50～ 自由時間 17:00 リーディング
17:30～ 夕食 17：50～ 夕食

QQEnglish　新料金表 （2018/12/1より適応）

スーペリアプラン (8マンツーマン)

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

入学金 ¥15,000

祝日追加料金 ¥3,500/日

詳細はhttps://qqenglish.jp/holidays/

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

電気代 P500/週 ※ホテル・ウォークインを除く


