
■2020年度 『English Fella2校』料金表
※適用期間：お申込ベースで2020年1月1日～2020年12月31日まで 単位：アメリカドル 更新日：2019年8月13日

GROSS

コース名

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 2人部屋 3人部屋 2人部屋 3人部屋

IN/OUT
1週間 $713 $619 $578 $739 $645 $604 $758 $664 $623 $533 $491 $664 $623

2週間 $1,140 $990 $924 $1,182 $1,032 $966 $1,212 $1,062 $996 $852 $786 $1,062 $996

3週間 $1,520 $1,320 $1,232 $1,576 $1,376 $1,288 $1,616 $1,416 $1,328 $1,136 $1,048 $1,416 $1,328

4週間 $1,900 $1,650 $1,540 $1,970 $1,720 $1,610 $2,020 $1,770 $1,660 $1,420 $1,310 $1,770 $1,660

5週間 $2,375 $2,063 $1,925 $2,463 $2,150 $2,013 $2,525 $2,213 $2,075 $1,775 $1,638 $2,213 $2,075

6週間 $2,850 $2,475 $2,310 $2,955 $2,580 $2,415 $3,030 $2,655 $2,490 $2,130 $1,965 $2,655 $2,490

8週間 $3,800 $3,300 $3,080 $3,940 $3,440 $3,220 $4,040 $3,540 $3,320 $2,840 $2,620 $3,540 $3,320

12週間 $5,700 $4,950 $4,620 $5,910 $5,160 $4,830 $6,060 $5,310 $4,980 $4,260 $3,930 $5,310 $4,980

16週間 $7,600 $6,600 $6,160 $7,880 $6,880 $6,440 $8,080 $7,080 $6,640 $5,680 $5,240 $7,080 $6,640

20週間 $9,400 $8,150 $7,600 $9,750 $8,500 $7,950 $10,000 $8,750 $8,200 $7,100 $6,550 $8,750 $8,200

24週間 $11,250 $9,750 $9,090 $11,670 $10,170 $9,510 $11,970 $10,470 $9,810 $8,520 $7,860 $10,470 $9,810

36週間 $16,950 $14,700 $13,710 $17,580 $15,330 $14,340 $18,030 $15,780 $14,790 $12,780 $11,790 $15,780 $14,790

48週間 $22,650 $19,650 $18,330 $23,490 $20,490 $19,170 $24,090 $21,090 $19,770 $17,040 $15,720 $21,090 $19,770

※1週間単位でのお申込も可、掲載期間以外の料金は4週間の料金÷4ｘ希望週数にて算出可。 ●現地でお客様が直接English Fella校にお支払いされるもの：

   但し長期割引が20週間で$100、24週以降最大で$150の割引有（上記は長期割引を反映済）。 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。

※単独留学の場合の受講可能年齢：中学校卒業後で15歳以上。 ※1コマ＝50分 　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）

※親子留学の場合、親御様は親御様コースを含む全てのコースから選択が可能。中学生以下のお子様はジュニア英語コースのみ。 　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） 

※ビザ関連は30日まではSSPのみ、31日～8週がSSP＋ビザ延長1回、60日～がSSP＋期間分のビザ延長＋ACRI費用要。 　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） 

　　半年以上の場合、SSPx2回＋ECCが必要。ECC申請費用は500ペソ。 　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） 

※航空券の都合でやむを得ない場合、土曜IN、日曜OUTも空室があれば可（但し申込時要確認、この際の延泊料金は無料）。 　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

●上記料金に含まれるもの： ②SSP6,800ペソ(日本払ご希望の場合はUSD150)、ACR I-Card：3,300ペソ要。

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、共有のインターネット回線含めた学校施設費、 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）。

到着時の空港－＞学校寮間の送迎費 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）。

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。

●日本で別途弊社にお支払い頂くもの：
入学金150ドル、海外送金手数料3,000円　

日曜IN・土曜OUT　※日曜OUT希望の際は都度要確認で最後の1泊は部屋移動の可能性有。

カリキュラム

親子留学の保護者コース、ジュニアコース

保護者コースはマンツーマン4コマ
ジュニアコースはマンツーマン6コマ

保護者 ジュニア

PIC-4はマンツーマン4コマ＋グループ3コマ
TOEIC+ESLはマンツーマン4コマ(内、試験対策が2コマ)＋グループ3コマ
TOEFL+ESLはマンツーマン4コマ(内、試験対策が2コマ)＋グループ3コマ

※上記全てのコースに追加で夕方の無料グループ1コマ受講可

PIC-5はマンツーマン5コマ＋グループ2コマ
TOEICのみはマンツーマン4コマ＋グループ3コマ
TOEFLのみはマンツーマン4コマ＋グループ3コマ

※上記全てのコースに追加で夕方の無料グループ1コマ受講可

ビジネス英語のみはマンツーマン5コマ＋グループ2コマ
TOEIC点数保証はマンツーマン4コマ＋グループ3コマ
IELTS点数保証はマンツーマン4コマ＋グループ3コマ
IELTSレビューはマンツーマン5コマ＋グループ2コマ

※上記全てのコースに追加で夕方の無料グループ1コマ受講可

PIC-4, TOEIC+ESL, TOEFL+ESL  PIC-5, TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみ, ビジネス英語のみ, TOEIC点数保証, IELTS点数保証, IELTSレビュー

●留学期間別 現地費用一覧表

週数/項目 教材費 総合管理費 エアコン代
ビザ

延長費用
SSP ACR I-Card

1 ₱1,000 ₱250 ₱720 ₱6,800
2 ₱1,500 ₱500 ₱1,440 ₱6,800
3 ₱2,000 ₱750 ₱2,160 ₱6,800
4 ₱2,750 ₱1,000 ₱2,880 ₱6,800
6 ₱2,750 ₱1,500 ₱4,320 ₱4,140 ₱6,800
8 ₱2,750 ₱2,000 ₱5,760 ₱4,140 ₱6,800
12 ₱2,750 ₱3,000 ₱8,640 ₱9,550 ₱6,800 ₱3,300
24 ₱4,400 ₱6,000 ₱17,280 ₱19,870 ₱6,800 ₱3,300

※教材費は購入分となりますので、上記はおおよその料金です。
※エアコン代は使用量となりますので、上記はおおよその料金（1人部屋）です。1kwにつきP15が
加算され、部屋の人数で頭割りをします。
※教材費とエアコン代は、入学時にお支払いいただく寮保証金（期間により1,000～4,000ペソ）か
ら差し引いて退寮時に精算します。寮保証金の残金は返金いたします。


