
 ZEN English　料金表　　

一律

■マンツーマン4時間 ※長期割引適用済み

2日間 3日間 4日間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 24週間 【左記料金に含まれる費用】

1人部屋（3食付き） \35,000 \46,000 \57,000 \67,000 \114,000 \158,000 \195,000 \370,500 \526,500 \994,500 授業料、宿泊費、食費（3食）

1人部屋（食事なし） \34,000 \44,000 \54,000 \63,000 \106,000 \146,000 \179,000 \340,100 \483,300 \912,900 無料インターネット、洗濯・掃除サービス、

2人部屋（3食付き） \29,000 \38,000 \47,000 \55,000 \93,000 \130,000 \160,000 \304,000 \432,000 \816,000 空港ピックアップ（平日到着の便は別途1,500ペソ）

2人部屋（食事なし） \28,000 \36,000 \44,000 \51,000 \85,000 \118,000 \144,000 \273,600 \388,800 \734,400

3人部屋（3食付き） \25,000 \33,000 \41,000 \48,000 \81,000 \113,000 \139,000 \264,100 \375,300 \708,900 【現地にてお支払いが必要な費用】

3人部屋（食事なし） \24,000 \31,000 \38,000 \44,000 \73,000 \101,000 \123,000 \233,700 \332,100 \627,300 ①SSP（修学許可書）：6,500ペソ（公証手数料込み）

②ACR I-Card：3,000ペソ（8週間以上留学の場合）

■マンツーマン6時間 ※長期割引適用済み ③教材費：必要に応じて購入（4週で約1,000ペソ）

2日間 3日間 4日間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 24週間 ④電気代：メーター計算（4週で約300～1,500ペソ）

1人部屋（3食付き） \38,000 \51,000 \63,000 \74,000 \126,000 \175,000 \215,000 \408,500 \580,500 \1,096,500 ⑤管理費：150ペソ/週

1人部屋（食事なし） \37,000 \49,000 \60,000 \70,000 \118,000 \163,000 \199,000 \378,100 \537,300 \1,014,900 ⑥デポジット：

2人部屋（3食付き） \32,000 \43,000 \53,000 \62,000 \108,000 \146,000 \180,000 \342,000 \486,000 \918,000 1～19週→2,500ペソ　20週以上→5,000ペソ

2人部屋（食事なし） \31,000 \41,000 \50,000 \58,000 \100,000 \134,000 \164,000 \311,600 \442,800 \836,400 　※施設破損等なければ退寮時に返金

3人部屋（3食付き） \28,000 \38,000 \47,000 \55,000 \93,000 \128,000 \159,000 \302,100 \429,300 \810,900 ⑦帰国時空港使用税：750ペソ（空港にて支払い）

3人部屋（食事なし） \27,000 \36,000 \44,000 \51,000 \85,000 \116,000 \143,000 \271,700 \386,100 \729,300

【現地での追加食事代】

■マンツーマン8時間 ※長期割引適用済み 朝食：100ペソ

2日間 3日間 4日間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 24週間 昼食：200ペソ

1人部屋（3食付き） \41,000 \55,000 \68,000 \80,000 \137,000 \190,000 \235,000 \446,500 \634,500 \1,198,500 夕食：200ペソ

1人部屋（食事なし） \40,000 \53,000 \65,000 \76,000 \129,000 \178,000 \219,000 \416,100 \591,300 \1,116,900

2人部屋（3食付き） \35,000 \47,000 \58,000 \68,000 \122,000 \162,000 \200,000 \380,000 \540,000 \1,020,000 【夜間特別授業】

2人部屋（食事なし） \34,000 \45,000 \55,000 \64,000 \114,000 \150,000 \184,000 \349,600 \4,946,800 \938,400 1コマ2時間：2,500円

3人部屋（3食付き） \31,000 \42,000 \52,000 \61,000 \104,000 \145,000 \179,000 \340,100 \483,300 \912,900

3人部屋（食事なし） \30,000 \40,000 \49,000 \57,000 \96,000 \133,000 \163,000 \309,700 \440,100 \831,300 【VISA延長費用】

5～8週間：3,440ペソ

※5週以上の料金は、（上記4週間の金額）÷4×留学期間（週）になります。 9～12週間：8,150ペソ

■通学プラン 13～16週間：10,890ペソ
【祝日割引】 マンツーマン 4時間 6時間 8時間 17～20週間：13,630ペソ
8週未満の方で滞在期間中祝日が含まれる場合は、その祝日分の日数を事前に割引致します。 1週間 \17,500 \22,500 \27,500 21～24週間：16,340ペソ
祝日割引はマンツーマン4時間、6時間、8時間について各1日あたりの割引金額は下記の通りとなります。 2週間 \35,000 \45,000 \55,000

マンツーマン4時間 3週間 \52,500 \67,500 \82,500
マンツーマン6時間 4週間 \70,000 \90,000 \110,000
マンツーマン8時間

【長期割引】
8週間以上の方は長期割引が適用されます。
※祝日割引と長期割引は併用できません（割引率の高い方を適用します）。

8週～11週
12週～23週

24週～ 15％割引
10％割引
5％割引

5,500円

入学金

\15,000

4,500円
3,500円


