
WE English 料金表（レギュラー学生用） 

プログラム料金 

 

ESL Lite A (合計 5クラス) 

(P1:1) 3 + (PG) 2 

 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 

1人部屋 ＄525 ＄1,050 ＄1,575 ＄1,750 ＄3,500 ＄5,250 ＄7,000 

2人部屋 ＄435 ＄870 ＄1,305 ＄1,450 ＄2,900 ＄4,350 ＄5,800 

グループ部屋 ＄330 ＄660 ＄990 ＄1,100 ＄2,200 ＄3,300 ＄4,400 

 

ESL Lite B (合計 4クラス) 

(P1:1) 3 + (NG) 1 

 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 

1人部屋 ＄525 ＄1,050 ＄1,575 ＄1,750 ＄3,500 ＄5,250 ＄7,000 

2人部屋 ＄435 ＄870 ＄1,305 ＄1,450 ＄2,900 ＄4,350 ＄5,800 

グループ部屋 ＄330 ＄660 ＄990 ＄1,100 ＄2,200 ＄3,300 ＄4,400 

 

ESL (合計 7クラス) 

(P1:1) 4 + (PG) 2 + (NG) 1 

 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 

1人部屋 ＄585 ＄1,170 ＄1,755 ＄1,950 ＄3,900 ＄5,850 ＄7,800 

2人部屋 ＄495 ＄990 ＄1,485 ＄1,650 ＄3,300 ＄4,950 ＄6,600 

グループ部屋 ＄390 ＄780 ＄1,170 ＄1,300 ＄2,600 ＄3,900 ＄5,200 

 

Intensive ESL (合計 7クラス) 

(P1:1) 6 + (NG) 1 

 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 

1人部屋 ＄615 ＄1,230 ＄1,845 ＄2,050 ＄4,100 ＄6,150 ＄8,200 

2人部屋 ＄525 ＄1,050 ＄1,575 ＄1, 750 ＄3,500 ＄5,250 ＄7,000 

グループ部屋 ＄420 ＄840 ＄1,260 ＄1,400 ＄2,800 ＄4,200 ＄5,600 

 

 

 

 



 

Intensive ESL Native Plus (合計 8クラス) 

(P1:1) 6 + (N1:1) 1 + (NG) 1 

 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 

1人部屋 ＄705 ＄1,410 ＄2,115 ＄2,350 ＄4,700 ＄7,050 ＄9,400 

2人部屋 ＄615 ＄1,230 ＄1,845 ＄2,050 ＄4,100 ＄6,150 ＄8,200 

グループ部屋 ＄510 ＄1,020 ＄1,530 ＄1,700 ＄3,400 ＄5,100 ＄6,800 

 

IELTS / TOEFL (合計 8クラス) 

(P1:1) 8 

 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 

1人部屋 ＄645 ＄1,290 ＄1,935 ＄2,150 ＄4,300. ＄6,450. ＄8,600 

2人部屋 ＄555 ＄1,110 ＄1,665 ＄1,850 ＄3,700 ＄5,550 ＄7,400 

グループ部屋 ＄450 ＄900 ＄1,350 ＄1,500 ＄3,000 ＄4,500 ＄6,000 

 

※上記の他に入学金として 100ドル掛かります。 

 

・（P1：1）フィリピン人講師との個別授業 ・（N1：1）ネイティブ講師との個別授業 

・（PG）フィリピン人講師とのグループ授業 ・（NG）ネイティブ講師とのグループ授業 

 

 

現地で学校に支払う料金 

 

項目 金額 備考 

ビザ延長費用 期間による 29日以上滞在する場合に必要。下記の内訳を参照。 

SSP（特別学生許可証） 6,500PHP フィリピンで就学ために必ず必要な証明書 

ACR-I Card 3,600PHP フィリピンで 8週間以上就学場合に必須 

学生証 500PHP 学校で使用する ID 

寮の保証金 3,000PHP 何もなければ卒業時に返金 

公共料金（1人部屋）/ 4週間 2,500PHP お部屋の水道代やプール、ゴルフ練習場、シャトル

サービスなどの公共料金。 公共料金（2人部屋以上）/ 4週間 2,000PHP 

電気代（1人部屋）/ 4週間 1,800PHP 
料金内で 1人 100kwまで使用可能。100kwを越え

た場合は、1kwにつき 25ペソの追加料金。 
電気代（2人部屋）/ 4週間 1,500PHP 

電気代（グループ部屋）/ 4週間 1,000PHP 

 



 

 

ビザの延長費用内訳 

 

滞在期間 費用 

4週間以下 無料 

8週間～11週間 3,700PHP 

12週間～15週間 4,800PHP 

16週間～20週間 3,000PHP 

21週間～23週間 3,000PHP 

24週間 4,300PHP 

 

 

空港ピックアップ及び送迎費用 

 

空港 項目 費用 

クラーク空港 
ピックアップ 無料（入学時のみ） 

送迎 400PHP 

マニラ空港 

ピックアップ (1名) 3,000PHP 

ピックアップ (2-3名) 3,700PHP / 人数で割る 

ピックアップ (4名以上) 8,000PHP / 人数で割る 

送迎 ピックアップと同じ費用 

 

 

注意事項 

 

・ プログラム費用の 4週間以上の値段の計算方法は、4週間分の値段を 4で割り、滞在数を掛け合わせることで算出

できます。例えば、ESL Lite A コースの 2人部屋で 18週間滞在する場合は、（1,450÷4）×18＝6,525ドルという

ことになります。1週間分の料金を基準にしないように注意してください。 

・ Intensive ESL Native Plus を選択したい学生は、必ず留学前にプログラムの申し込みをする必要があります。事前

の登録なしで現地で他のプログラムから Intensive ESL Native Plus に変更することはできませんので注意してく

ださい。 


