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◼ ︎ スタンダードプラン ◼ ︎ペアープラン

※当校のメインコースとなります。 ※下記料金は1名様分となります

期間 料金(ドル) 料金（円） 期間 料金(ドル) 料金（円） 期間 料金(ドル) 料金（円） 期間 料金(ドル) 料金（円）

1週間 $880 ¥88,880 25週間 $13,775 ¥1,391,275 1週間 $704 ¥71,104 25週間 $13,775 ¥1,391,275

2週間 $1,530 ¥154,530 26週間 $14,320 ¥1,446,320 2週間 $1,224 ¥123,624 26週間 $14,195 ¥1,433,695

3週間 $1,990 ¥200,990 27週間 $14,865 ¥1,501,365 3週間 $1,592 ¥160,792 27週間 $14,615 ¥1,476,115

4週間 $2,390 ¥241,390 28週間 $15,410 ¥1,556,410 4週間 $1,912 ¥193,112 28週間 $15,035 ¥1,518,535

5週間 $2,865 ¥289,365 29週間 $15,955 ¥1,611,455 5週間 $2,292 ¥231,492 29週間 $15,455 ¥1,560,955

6週間 $3,380 ¥341,380 30週間 $16,500 ¥1,666,500 6週間 $2,704 ¥273,104 30週間 $15,875 ¥1,603,375

7週間 $3,895 ¥393,395 31週間 $17,045 ¥1,721,545 7週間 $3,116 ¥314,716 31週間 $16,295 ¥1,645,795

8週間 $4,510 ¥455,510 32週間 $17,590 ¥1,776,590 8週間 $3,608 ¥364,408 32週間 $16,715 ¥1,688,215

9週間 $5,055 ¥510,555 33週間 $18,135 ¥1,831,635 9週間 $4,028 ¥406,828 33週間 $17,135 ¥1,730,635

10週間 $5,600 ¥565,600 34週間 $18,680 ¥1,886,680 10週間 $4,448 ¥449,248 34週間 $17,555 ¥1,773,055

11週間 $6,145 ¥620,645 35週間 $19,225 ¥1,941,725 11週間 $4,868 ¥491,668 35週間 $17,975 ¥1,815,475

12週間 $6,690 ¥675,690 36週間 $19,770 ¥1,996,770 12週間 $5,288 ¥534,088 36週間 $18,395 ¥1,857,895

13週間 $7,235 ¥730,735 37週間 $20,315 ¥2,051,815 13週間 $5,708 ¥576,508 37週間 $18,815 ¥1,900,315

14週間 $7,780 ¥785,780 38週間 $20,860 ¥2,106,860 14週間 $6,128 ¥618,928 38週間 $19,235 ¥1,942,735

15週間 $8,325 ¥840,825 39週間 $21,405 ¥2,161,905 15週間 $6,548 ¥661,348 39週間 $19,655 ¥1,985,155

16週間 $8,870 ¥895,870 40週間 $21,950 ¥2,216,950 16週間 $6,968 ¥703,768 40週間 $20,075 ¥2,027,575

17週間 $9,415 ¥950,915 41週間 $22,495 ¥2,271,995 17週間 $7,388 ¥746,188 41週間 $20,495 ¥2,069,995

18週間 $9,960 ¥1,005,960 42週間 $23,040 ¥2,327,040 18週間 $7,808 ¥788,608 42週間 $20,915 ¥2,112,415

19週間 $10,505 ¥1,061,005 43週間 $23,585 ¥2,382,085 19週間 $8,228 ¥831,028 43週間 $21,335 ¥2,154,835

20週間 $11,050 ¥1,116,050 44週間 $24,130 ¥2,437,130 20週間 $8,648 ¥873,448 44週間 $21,755 ¥2,197,255

21週間 $11,595 ¥1,171,095 45週間 $24,675 ¥2,492,175 21週間 $9,068 ¥915,868 45週間 $22,175 ¥2,239,675

22週間 $12,140 ¥1,226,140 46週間 $25,220 ¥2,547,220 22週間 $9,488 ¥958,288 46週間 $22,595 ¥2,282,095

23週間 $12,685 ¥1,281,185 47週間 $25,765 ¥2,602,265 23週間 $9,908 ¥1,000,708 47週間 $23,015 ¥2,324,515

24週間 $13,230 ¥1,336,230 48週間 $26,310 ¥2,657,310 24週間 $10,328 ¥1,043,128 48週間 $23,435 ¥2,366,935

※価格は予告なく変更される場合があります。
※為替レートについては、月初のレートを適用しております。
※記載されている期間以外でも対応可能です。

◼ ︎ 料金に含まれるもの
①授業料　 ②ホテル宿泊費（※一人部屋）　③朝食（ホテル内のレストラン）　④清掃費（ルームキーピング）

①入学金$150　②海外送金手数料$30　③空港ピックアップ費用（任意）1,000ペソ　④往復航空チケット代　
⑤海外旅行保険　⑥書籍代（※事前学習のために購入していただく場合があります）　⑦洗濯代　
⑧昼食・夕食等その他生活費　⑨VISA延長、SSP、ACR-Iカード費用

◼ ︎料金に含まれないもの

料金表


