
⼊学⾦ 15,000円

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1week

1⼈部屋 ¥76,000 ¥123,000 ¥164,000 ¥195,000 ¥390,000 ¥585,000 ¥48,750

2⼈部屋 ¥66,000 ¥108,000 ¥149,000 ¥175,000 ¥350,000 ¥525,000 ¥43,750

3⼈部屋 ¥62,000 ¥100,000 ¥141,000 ¥165,000 ¥330,000 ¥495,000 ¥41,250

STホテル滞在
(1⼈部屋） ¥87,000 ¥148,000 ¥207,000 ¥276,000 ¥552,000 ¥828,000 ¥69,000

DXホテル滞在
（1⼈部屋） ¥94,000 ¥172,000 ¥258,000 ¥344,000 ¥688,000 ¥1,032,000 ¥86,000 3泊4日 4泊5日

DXホテル滞在
（2⼈部屋） ¥84,000 ¥142,000 ¥198,000 ¥264,000 ¥528,000 ¥792,000 ¥66,000 1⼈部屋 ¥36,000 ¥42,000

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1week
STホテル滞在
(1⼈部屋） ¥46,000 ¥52,000

1⼈部屋 ¥79,000 ¥129,000 ¥170,000 ¥208,000 ¥416,000 ¥624,000 ¥52,000
DXホテル滞在
（1⼈部屋） ¥61,000 ¥67,000

2⼈部屋 ¥69,000 ¥114,000 ¥155,000 ¥188,000 ¥376,000 ¥564,000 ¥47,000

3⼈部屋 ¥65,000 ¥106,000 ¥147,000 ¥178,000 ¥356,000 ¥534,000 ¥44,500 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks

STホテル滞在
(1⼈部屋） ¥90,000 ¥154,000 ¥216,000 ¥288,000 ¥576,000 ¥864,000 ¥72,000 2⼈部屋 ¥52,000 ¥86,000 ¥129,000 ¥138,000

DXホテル滞在
（1⼈部屋） ¥97,000 ¥178,000 ¥267,000 ¥356,000 ¥712,000 ¥1,068,000 ¥89,000

STホテル滞在
(2⼈部屋） ¥68,000 ¥118,000 ¥168,000 ¥208,000

DXホテル滞在
（2⼈部屋） ¥87,000 ¥148,000 ¥207,000 ¥276,000 ¥552,000 ¥828,000 ¥69,000

DXホテル滞在
（2⼈部屋） ¥78,000 ¥138,000 ¥208,000 ¥258,000

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1week

1⼈部屋 ¥84,000 ¥137,000 ¥181,000 ¥224,000 ¥448,000 ¥672,000 ¥56,000

2⼈部屋 ¥74,000 ¥122,000 ¥167,000 ¥204,000 ¥408,000 ¥612,000 ¥51,000

3⼈部屋 ¥70,000 ¥114,000 ¥159,000 ¥194,000 ¥388,000 ¥582,000 ¥48,500

STホテル滞在
(1⼈部屋） ¥93,000 ¥160,000 ¥225,000 ¥300,000 ¥600,000 ¥900,000 ¥75,000

DXホテル滞在
（1⼈部屋） ¥100,000 ¥184,000 ¥276,000 ¥368,000 ¥736,000 ¥1,104,000 ¥92,000

DXホテル滞在
（2⼈部屋） ¥90,000 ¥154,000 ¥216,000 ¥288,000 ¥576,000 ¥864,000 ¥72,000

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 8 weeks 12 weeks +1weeks

全員 ¥21,500 ¥23,000 ¥24,500 ¥26,000 ¥33,000 ¥43,000 ¥1,500

【VISA延⻑費⽤】
・滞在期間   31⽇ 〜 59⽇まで (5週間〜  8週間） 3,930PHP
・滞在期間   60⽇ 〜 89⽇まで （9週間〜12週間） 8,640PHP
・滞在期間   90⽇ 〜 119⽇まで (13週間〜17週間） 9,440PHP
・滞在期間 120⽇ 〜 149⽇まで （18週間〜21週間） 12,180PHP
・滞在期間 150⽇ 〜 179⽇まで （22週間〜25週間） 12,980PHP
・滞在期間 180⽇ 〜 209⽇まで （26週間〜29週間） 17,130PHP

※滞在は⽇曜⽇IN、⼟曜⽇OUTが基本になります。前後泊追加の場合は、別途1泊4,000円（3⾷付）が必要になります。
※⻑期割引︓レッスン16週間以上のお申込みで ʼʼ その他費⽤(49,000円〜）＝SSP/電気代/⽔道代 ʼʼ が無料になります。

CDU ESL センター 2020料⾦表

1レッスン＝50分
●Personal Speaking Course
1:1×4レッスン、1:4グループ×2レッスン インターンシップ

⼿配費⽤

¥30,000

●Afternoon Speaking Course
1:1×4レッスン、1:4グループ×2レッスン ※13︓00〜

●空港インターンシッププログラム（4週間〜最⻑24週間）

●ホテルインターンシッププログラム（4週間〜最⻑24週間）

●病院インターンシッププログラム（1週間〜最⻑12週間）
<コース条件>
・年齢18歳以上 ・就学8週間以上 ・英語⼒の条件はありません。
・インターンシップは無給になります。
・病院インターンシップは別途費⽤25,000円/週がかかります。
・⽩いシャツ、⿊いパンツ、⿊い靴をお客様にてご⽤意をお願いします。

滞在費⽤ (週）

¥30,000

●ショートプログラム
1⽇⽬︓到着
2⽇⽬︓オリエンテーション、1:1×4レッスン
3⽇⽬︓1:1×8レッスン
4⽇⽬︓帰国（3泊4⽇）、もしくは1:1×8レッスン
5⽇⽬︓帰国 (4泊5⽇）
※どの曜⽇でもご到着可能です。
※教材費込み、寮保証⾦不要になります。
※その他費⽤は1週間分になります。

●Intensive Speaking Course
1:1×6レッスン、選択授業×2レッスン

●Ultra Speaking Course
1:1×8レッスン

●親⼦留学
親 : 1:1×4レッスン

⼦ : 1:1×3レッスン、グループ×3レッスン ( 7歳〜15歳）

⼦ : ベビーシッター×6レッスン ( 3歳〜6歳）

※親授業なし滞在の場合、25,000円/週のみかかります。

●Power Speaking Course
1:1×5レッスン、1:8グループ×2レッスン、プレゼン×2レッスン

●Business Course
1:1×3レッスン、1:4グループ×1レッスン、1:8グループ×4レッスン

●TOEIC / IELTS Course
1:1×5レッスン、1:8グループ×3レッスン、模擬テスト×2レッスン

●Medical English Course
1:1×4レッスン、1:4グループ×2レッスン、(⼤学⾒学、病院⾒学）

その他費⽤

※⽇本で事前に⽀払いが必要になります。
1）SSP発⾏料 2）⽔道代 3）電気代

【料⾦に含まれるもの】
・授業料 ・宿泊代 ・⾷事代（1⽇3⾷） ・⽚道空港出迎え ・SSP発⾏料 ・⽔道代 ・電気代 ・WIFI利⽤
・ルームクリーニング ・ランドリーサービス

【現地にて掛かる費⽤】
・寮保証⾦ 2,000PHP ※学校・寮の設備及び備品に破損がなければ、退寮時に返⾦致します。
・証明写真 300PHP ※⽇本から持参可能。（5cm×5cm）8週間以下5枚、9週間以上8枚
・教材費 1,500PHP ※コース・レベルにより異なります。
・施設管理費 200PHP／週
・ACR-I-CARD 3,750PHP ※59⽇以上滞在する場合に必要になります。
・電気代 ※基本メータを超過した場合、超過料⾦の⽀払いがあります。

https://www.ryugaku-onebridge.com

