
週数 1人部屋 2人部屋 4人部屋
6人部屋

(SFCのみ)

エグゼクティブ

1人利用

デラックス

1人利用

エグゼクティブ

2人利用

デラックス

2人利用
3人利用

ホテルA

1人利用

ホテルB

1人利用

ホテルA

2人利用

ホテルB

2人利用

コンドミニアム

1人利用

コンドミニアム

2人利用

ウォークイン

(ITPのみ)

1 ￥75,900 ￥67,300 ￥60,500 ￥56,200 ￥129,100 ￥116,200 ￥99,100 ￥86,200 ￥60,500 ￥197,700 ￥120,500 ￥154,800 ￥99,100 ￥102,500 ￥81,000 ￥56,200

2 ￥123,300 ￥109,400 ￥98,200 ￥91,300 ￥209,800 ￥188,900 ￥161,000 ￥140,100 ￥98,200 ￥321,300 ￥195,800 ￥251,600 ￥161,000 ￥166,600 ￥131,700 ￥91,300

3 ￥151,800 ￥134,600 ￥120,900 ￥112,300 ￥258,200 ￥232,500 ￥198,100 ￥172,400 ￥120,900 ￥395,500 ￥241,000 ￥309,700 ￥198,100 ￥205,000 ￥162,100 ￥112,300

4 ￥189,800 ￥168,300 ¥151,100 ￥140,400 ￥322,700 ￥290,600 ￥247,700 ￥215,500 ￥151,100 ￥494,300 ￥301,300 ￥387,100 ￥247,700 ￥256,200 ￥202,600 ￥140,400

5 ￥237,200 ￥210,400 ￥188,900 ￥175,500 ￥403,400 ￥363,200 ￥309,600 ￥269,400 ￥188,900 ￥617,900 ￥376,600 ￥483,900 ￥309,600 ￥320,300 ￥253,300 ￥175,500

6 ￥284,600 ￥252,500 ￥226,700 ￥210,600 ￥484,100 ￥435,800 ￥371,500 ￥323,200 ￥226,700 ￥741,500 ￥451,900 ￥580,600 ￥371,500 ￥384,400 ￥303,900 ￥210,600

7 ￥332,100 ￥294,500 ￥264,500 ￥245,700 ￥564,800 ￥508,500 ￥433,400 ￥377,100 ￥264,500 ￥865,100 ￥527,300 ￥677,400 ￥433,400 ￥448,400 ￥354,600 ￥245,700

8 ￥379,500 ￥336,600 ￥302,300 ￥280,800 ￥645,500 ￥581,100 ￥495,300 ￥431,000 ￥302,300 ￥988,700 ￥602,600 ￥774,200 ￥495,300 ￥512,500 ￥405,200 ￥280,800

9 ￥426,900 ￥378,700 ￥340,100 ￥315,900 ￥726,200 ￥653,800 ￥557,200 ￥484,900 ￥340,100 ￥1,112,300 ￥677,900 ￥871,000 ￥557,200 ￥576,600 ￥455,900 ￥315,900

10 ￥474,400 ￥420,800 ￥377,900 ￥351,000 ￥806,900 ￥726,400 ￥619,200 ￥538,700 ￥377,900 ￥1,235,900 ￥753,200 ￥967,700 ￥619,200 ￥640,600 ￥506,600 ￥351,000

11 ￥521,800 ￥462,800 ￥415,600 ￥386,100 ￥887,500 ￥799,100 ￥681,100 ￥592,600 ￥415,600 ￥1,359,400 ￥828,500 ￥1,064,500 ￥681,100 ￥704,700 ￥557,200 ￥386,100

12 ￥569,300 ￥504,900 ￥453,400 ￥421,200 ￥968,200 ￥871,700 ￥743,000 ￥646,500 ￥453,400 ￥1,483,000 ￥903,900 ￥1,161,300 ￥743,000 ￥768,700 ￥607,900 ￥421,200

＜ライトプランについて＞
・カリキュラム構成が4ESLマンツーマン＋2レベル別グループ　となります。
・カリキュラムは、マンツーマンでスピーキング・リーディング・リスニング・グラマー、グループレッスンでスピーキング・語彙の固定カリキュラムとなります
・9時開始15時50分終了の固定スケジュールとなります
※カランメソッドの選択はできません

・スケジュールについて(入学日を除く月～金）
※実際のカリキュラム構成自体は生徒様によって異なります
～9:00 朝食
9:00 リーディング
10:00 リスニング
11:00 グループ
11:50～
13:00 昼食
13:00 グループ
14:00 グラマー
15:00 スピーキング
15:50～ 自由時間
17:30～ 夕食

ライトプラン (4ESLマンツーマン+ 2ESLレベル別グループ)

QQEnglish　新料金表 （2018/12/1より適応）

入学金 ¥15,000

祝日追加料金 ¥3500/日

詳細はhttps://qqenglish.jp/holidays/

長期割引 ※ウォークイン・ホテル滞在は除く
8 weeks-11weeks                            ¥10,000
12Weeks-15weeks ¥20,000          
16weeks-19weeks                           ¥30,000          
20weeks-23weeks                           ¥40,000          

ペソ現地支払い費用

SSP(Special student permition) P6,540 ※すべての生徒様

Visa延長費用 P3340～/30日以上滞在の方
I-card                                                       P3000(Stay more than 59 days)

ID発行費用 P200 ※すべての生徒様

写真代（ビザ、学生証用） P100 ※写真持参の方を除く

入学金 ¥15,000

祝日追加料金 ¥3,500/日

詳細はhttps://qqenglish.jp/holidays/

長期割引 ※ウォークイン・ホテル滞在は除く
8 weeks-11weeks                            ¥10,000
12Weeks-15weeks ¥20,000          
16weeks-19weeks                           ¥30,000          
20weeks-23weeks                           ¥40,000          
24weeks- ¥50,000          

ペソ現地支払い費用

SSP(Special student permition) P6,540 ※すべての生徒様

Visa延長費用 P3,340～/30日以上滞在の方

I-card                                                       P3,000(59日以上ご滞在の方)

ID発行費用 P200 ※すべての生徒様

写真代（ビザ、学生証用） P100 ※写真持参の方を除く


