
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 ￥85,400 ￥76,800 ￥70,000 ￥65,700 ￥138,600 ￥125,700 ￥108,600 ￥95,700 ￥70,000 ￥207,200 ￥130,000 ￥164,300 ￥108,600 ￥112,000 ￥90,600 ￥65,700

2 ￥138,800 ￥124,800 ￥113,700 ￥106,700 ￥225,200 ￥204,300 ￥176,400 ￥155,500 ￥113,700 ￥336,800 ￥211,300 ￥267,100 ￥176,400 ￥182,000 ￥147,100 ￥106,700

3 ￥170,800 ￥153,600 ￥139,900 ￥131,300 ￥277,200 ￥251,500 ￥217,100 ￥191,400 ￥139,900 ￥414,500 ￥260,000 ￥328,700 ￥217,100 ￥224,000 ￥181,100 ￥131,300

4 ￥213,500 ￥192,100 ¥174,900 ￥164,200 ￥346,500 ￥314,300 ￥271,400 ￥239,300 ￥174,900 ￥518,100 ￥325,100 ￥410,900 ￥271,400 ￥280,000 ￥226,400 ￥164,200

5 ￥266,900 ￥240,100 ￥218,600 ￥205,200 ￥433,100 ￥392,900 ￥339,300 ￥299,100 ￥218,600 ￥647,600 ￥406,300 ￥513,600 ￥339,300 ￥350,000 ￥283,000 ￥205,200

6 ￥320,300 ￥288,100 ￥262,400 ￥246,300 ￥519,800 ￥471,500 ￥407,100 ￥358,900 ￥262,400 ￥777,200 ￥487,600 ￥616,300 ￥407,100 ￥420,000 ￥339,600 ￥246,300

7 ￥373,600 ￥336,100 ￥306,100 ￥287,300 ￥606,400 ￥550,100 ￥475,000 ￥418,700 ￥306,100 ￥906,700 ￥568,800 ￥719,000 ￥475,000 ￥490,000 ￥396,200 ￥287,300

8 ￥427,000 ￥384,100 ￥349,800 ￥328,400 ￥693,000 ￥628,700 ￥542,900 ￥478,500 ￥349,800 ￥1,036,200 ￥650,100 ￥821,700 ￥542,900 ￥560,000 ￥452,800 ￥328,400

9 ￥480,400 ￥432,100 ￥393,500 ￥369,400 ￥779,600 ￥707,200 ￥610,700 ￥538,300 ￥393,500 ￥1,165,700 ￥731,400 ￥924,400 ￥610,700 ￥630,000 ￥509,400 ￥369,400

10 ￥533,800 ￥480,200 ￥437,300 ￥410,400 ￥866,300 ￥785,800 ￥678,600 ￥598,100 ￥437,300 ￥1,295,300 ￥812,600 ￥1,027,100 ￥678,600 ￥700,000 ￥566,000 ￥410,400

11 ￥587,200 ￥528,200 ￥481,000 ￥451,500 ￥952,900 ￥864,400 ￥746,400 ￥657,900 ￥481,000 ￥1,424,800 ￥893,900 ￥1,129,800 ￥746,400 ￥770,000 ￥622,500 ￥451,500

12 ￥640,500 ￥576,200 ￥524,700 ￥492,500 ￥1,039,500 ￥943,000 ￥814,300 ￥717,800 ￥524,700 ￥1,554,300 ￥975,200 ￥1,232,600 ￥814,300 ￥840,000 ￥679,100 ￥492,500

＜スタンダードプランについて＞
・カリキュラム構成は6ESL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、マンツーマンでカランメソッド・スピーキング×2・リーディング・リスニング・グラマーと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。
・8時開始16時50分終了、もしくは9時開始17時50分終了のいずれかとなります

・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

～8:00 朝食
8:00 リーディング ～9:00 朝食
9:00 カラン 9:00 カラン
10:00 グループ 10:00 グラマー
11:00 スピーキング 11:00 グループ

11:50～13:00 昼食 12:00 リスニング
13:00 スピーキング 12：50～14:00 昼食
14:00 グループ 14:00 スピーキング
15:00 リスニング 15:00 スピーキング
16:00 グラマー 16:00 グループ
16:50～ 自由時間 17:00 リーディング
17:30～ 夕食 17：50～ 夕食

QQEnglish　新料金表 （2018/12/1より適応）

スタンダードプラン (6ESLマンツーマン+ 2ESLレベル別グループ)

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

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


