
English Fella 2 料金表

コース

部屋タイプ 1人プレミア 2人部屋 3人部屋 1人プレミア 2人部屋 3人部屋 1人プレミア 2人部屋 3人部屋 1人プレミア 2人部屋 3人部屋 2人部屋 3人部屋 2人部屋 3人部屋

1週間 $806 $675 $656 $825 $694 $675 $844 $713 $694 $863 $731 $713 $619 $600 $769 $750
2週間 $1,290 $1,080 $1,050 $1,320 $1,110 $1,080 $1,350 $1,140 $1,110 $1,380 $1,170 $1,140 $990 $960 $1,230 $1,200
3週間 $1,720 $1,440 $1,400 $1,760 $1,480 $1,440 $1,800 $1,520 $1,480 $1,840 $1,560 $1,520 $1,320 $1,280 $1,640 $1,600
4週間 $2,150 $1,800 $1,750 $2,200 $1,850 $1,800 $2,250 $1,900 $1,850 $2,300 $1,950 $1,900 $1,650 $1,600 $2,050 $2,000
5週間 $2,688 $2,250 $2,188 $2,750 $2,313 $2,250 $2,813 $2,375 $2,313 $2,875 $2,438 $2,375 $2,063 $2,000 $2,563 $2,500
6週間 $3,225 $2,700 $2,625 $3,300 $2,775 $2,700 $3,375 $2,850 $2,775 $3,450 $2,925 $2,850 $2,475 $2,400 $3,075 $3,000
8週間 $4,300 $3,600 $3,500 $4,400 $3,700 $3,600 $4,500 $3,800 $3,700 $4,600 $3,900 $3,800 $3,300 $3,200 $4,100 $4,000
12週間 $6,450 $5,400 $5,250 $6,600 $5,550 $5,400 $6,750 $5,700 $5,550 $6,900 $5,850 $5,700 $4,950 $4,800 $6,150 $6,000
16週間 $8,600 $7,200 $7,000 $8,800 $7,400 $7,200 $9,000 $7,600 $7,400 $9,200 $7,800 $7,600 $6,600 $6,400 $8,200 $8,000
20週間 $10,650 $8,900 $8,650 $10,900 $9,150 $8,900 $11,150 $9,400 $9,150 $11,400 $9,650 $9,400 $8,250 $8,000 $10,150 $9,900
24週間 $12,750 $10,650 $10,350 $13,050 $10,950 $10,650 $13,350 $11,250 $10,950 $13,650 $11,550 $11,250 $9,900 $9,600 $12,150 $11,850
36週間 $19,200 $16,050 $15,600 $19,650 $16,500 $16,050 $20,100 $16,950 $16,500 $20,550 $17,400 $16,950 $14,850 $14,400 $18,300 $17,850
48週間 $25,650 $21,450 $20,850 $26,250 $22,050 $21,450 $26,850 $22,650 $22,050 $27,450 $23,250 $22,650 $19,800 $19,200 $24,450 $23,850

【備考】 【学校で別途お支払いいただく費用】
※1週間単位でのお申込も可　　※1コマ=50分 （1）ビザ延長費用:31日以上滞在される方は、次の料金（手続き費含む）が別途要
※単独留学の入学可能年齢：中学校卒業後で15歳以上 1回目の延長:4,140ペソ要 初日から計算して59日間滞在可能（8週）
※親子留学：親御様は全コースから選択が可。中学生以下のお子様はジュニア英語コース 2回目の延長:5,410ペソ 初日から計算して89日間滞在可能（12週）

3回目の延長:3,440ペソ 初日から計算して119日間滞在可能（16週）
【上記料金に含まれるもの】 4回目、5回目の延長:各3,440ペソ 初日から計算して149日間、179日間滞在可能（20週、24週）
授業料、滞在費（寮費）、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費 6回目の延長:4,850ペソ 初日から計算し209日間滞在可能（28週）、以降は4週毎に3,440ペソ
共有のインターネット回線、学校施設費 到着時の空港から学校寮までの送迎費 （2）SSP 6,800ペソ（日本払ご希望の場合はUSD150）、ACR I-Card:3,300ペソ

（3）教材費:1週=1,000ペソ、2週=1,500ペソ、3週=2,000ペソ、4~12週=2,750ペソ（教材により異なる）
【日本で別途お支払いいただく費用】 （4）総合管理費（電気代含む）:1週につき250ペソ+エアコンメーター15ペソ/1kw（使用量により異なる）
入学金 150ドル・海外送金手数料 3,000円 （5）寮保証代金:1週間1,000ペソ、2週間2,000ペソ、3~8週間3,000ペソ、9週間以上一律4,000ペソ

カリキュラム

親子留学：保護者コース・ジュニアコース

保護者コース：MTM 4コマ
ジュニアコース：MTM 6コマ

保護者 ジュニア

MTM 4コマ＋グループ3コマ
※追加で夕方の無料グループ1コマ受講可

MTM 5コマ＋グループ2コマ
※追加で夕方の無料グループ1コマ受講可

ビジネス英語：MTM 5コマ＋グループ2コマ
TOEIC保証：MTM 4コマ＋グループ3コマ
IELTS保証：MTM 4コマ＋グループ3コマ
IELTSレビュ：MTM 5コマ＋グループ2コマ
※追加で夕方の無料グループ1コマ受講可

PIC-4 PIC-5 ビジネス英語, TOEIC点数保証
IELTS点数保証, IELTSレビュー

PIC-6, TOEIC, TOEFL, IELTS
TOEIC+ESL, TOEFL+ESL

PIC-6：MTM 6コマ＋グループ1コマ
TOEIC+ESL：MTM 4コマ＋グループ3コマ
TOEFL+ESL：MTM 4コマ＋グループ3コマ
TOEIC：MTM 4コマ＋グループ3コマ
TOEFL：MTM 4コマ＋グループ3コマ
IELTS：MTM 4コマ＋グループ3コマ
※追加で夕方の無料グループ1コマ受講可

https://www.ryugaku-onebridge.com

