
基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥103,500 ¥149,500 ¥195,500 ¥230,000 ¥345,000 ¥455,000 ¥685,000 ¥910,000 ¥1,140,000 ¥1,365,000

2人部屋 ¥80,600 ¥116,400 ¥152,200 ¥179,000 ¥268,500 ¥353,000 ¥532,000 ¥706,000 ¥885,000 ¥1,059,000

3人部屋 ¥73,400 ¥106,000 ¥138,600 ¥163,000 ¥244,500 ¥321,000 ¥484,000 ¥642,000 ¥805,000 ¥963,000

4人部屋 ¥67,100 ¥96,900 ¥126,700 ¥149,000 ¥223,500 ¥293,000 ¥442,000 ¥586,000 ¥735,000 ¥879,000

2段ベッド 6人部屋 ¥59,900 ¥86,500 ¥113,100 ¥133,000 ¥199,500 ¥261,000 ¥394,000 ¥522,000 ¥655,000 ¥783,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥108,900 ¥157,300 ¥205,700 ¥242,000 ¥363,000 ¥479,000 ¥721,000 ¥958,000 ¥1,200,000 ¥1,437,000

2人部屋 ¥86,000 ¥124,200 ¥162,400 ¥191,000 ¥286,500 ¥377,000 ¥568,000 ¥754,000 ¥945,000 ¥1,131,000

3人部屋 ¥78,800 ¥113,800 ¥148,800 ¥175,000 ¥262,500 ¥345,000 ¥520,000 ¥690,000 ¥865,000 ¥1,035,000

4人部屋 ¥72,500 ¥104,700 ¥136,900 ¥161,000 ¥241,500 ¥317,000 ¥478,000 ¥634,000 ¥795,000 ¥951,000

2段ベッド 6人部屋 ¥65,300 ¥94,300 ¥123,300 ¥145,000 ¥217,500 ¥285,000 ¥430,000 ¥570,000 ¥715,000 ¥855,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥119,700 ¥172,900 ¥226,100 ¥266,000 ¥399,000 ¥527,000 ¥793,000 ¥1,054,000 ¥1,320,000 ¥1,581,000

2人部屋 ¥96,800 ¥139,800 ¥182,800 ¥215,000 ¥322,500 ¥425,000 ¥640,000 ¥850,000 ¥1,065,000 ¥1,275,000

3人部屋 ¥89,600 ¥129,400 ¥169,200 ¥199,000 ¥298,500 ¥393,000 ¥592,000 ¥786,000 ¥985,000 ¥1,179,000

4人部屋 ¥83,300 ¥120,300 ¥157,300 ¥185,000 ¥277,500 ¥365,000 ¥550,000 ¥730,000 ¥915,000 ¥1,095,000

2段ベッド 6人部屋 ¥76,100 ¥109,900 ¥143,700 ¥169,000 ¥253,500 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本8コマ+無料オプション2コマ＝最大10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥141,300 ¥204,100 ¥266,900 ¥314,000 ¥471,000 ¥623,000 ¥937,000 ¥1,246,000 ¥1,560,000 ¥1,869,000

2人部屋 ¥118,400 ¥171,000 ¥223,600 ¥263,000 ¥394,500 ¥521,000 ¥784,000 ¥1,042,000 ¥1,305,000 ¥1,563,000

3人部屋 ¥111,200 ¥160,600 ¥210,000 ¥247,000 ¥370,500 ¥489,000 ¥736,000 ¥978,000 ¥1,225,000 ¥1,467,000

4人部屋 ¥104,900 ¥151,500 ¥198,100 ¥233,000 ¥349,500 ¥461,000 ¥694,000 ¥922,000 ¥1,155,000 ¥1,383,000

2段ベッド 6人部屋 ¥97,700 ¥141,100 ¥184,500 ¥217,000 ¥325,500 ¥429,000 ¥646,000 ¥858,000 ¥1,075,000 ¥1,287,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

＜一般英語 ESL6＞ 

2020年　TALAMBAN CAMPUS　料金表

下記料金は、授業料と寮費の合計金額になります

＜一般英語 ESL5＞ 
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×5コマ,グループ×3コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

※2020年2月1日以降お申込みの方に適用

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×2コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

＜一般英語 ESL8＞ 
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

＜一般英語 Super ESL8＞
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) マンツーマン×8コマ



 基本10コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥130,500 ¥188,500 ¥246,500 ¥290,000 ¥435,000 ¥575,000 ¥865,000 ¥1,150,000 ¥1,440,000 ¥1,725,000

2人部屋 ¥107,600 ¥155,400 ¥203,200 ¥239,000 ¥358,500 ¥473,000 ¥712,000 ¥946,000 ¥1,185,000 ¥1,419,000

3人部屋 ¥100,400 ¥145,000 ¥189,600 ¥223,000 ¥334,500 ¥441,000 ¥664,000 ¥882,000 ¥1,105,000 ¥1,323,000

4人部屋 ¥94,100 ¥135,900 ¥177,700 ¥209,000 ¥313,500 ¥413,000 ¥622,000 ¥826,000 ¥1,035,000 ¥1,239,000

2段ベッド 6人部屋 ¥86,900 ¥125,500 ¥164,100 ¥193,000 ¥289,500 ¥381,000 ¥574,000 ¥762,000 ¥955,000 ¥1,143,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本7コマ+無料オプション2コマ＝最大9コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥114,300 ¥165,100 ¥215,900 ¥254,000 ¥381,000 ¥503,000 ¥757,000

2人部屋 ¥91,400 ¥132,000 ¥172,600 ¥203,000 ¥304,500 ¥401,000 ¥604,000

3人部屋 ¥84,200 ¥121,600 ¥159,000 ¥187,000 ¥280,500 ¥369,000 ¥556,000

4人部屋 ¥77,900 ¥112,500 ¥147,100 ¥173,000 ¥259,500 ¥341,000 ¥514,000

2段ベッド 6人部屋 ¥70,700 ¥102,100 ¥133,500 ¥157,000 ¥235,500 ¥309,000 ¥466,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000

 基本5コマ+無料オプション2コマ＝最大7コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥103,500 ¥149,500 ¥195,500 ¥230,000 ¥345,000 ¥455,000 ¥685,000 ¥910,000 ¥1,140,000 ¥1,365,000

2人部屋 ¥80,600 ¥116,400 ¥152,200 ¥179,000 ¥268,500 ¥353,000 ¥532,000 ¥706,000 ¥885,000 ¥1,059,000

3人部屋 ¥73,400 ¥106,000 ¥138,600 ¥163,000 ¥244,500 ¥321,000 ¥484,000 ¥642,000 ¥805,000 ¥963,000

4人部屋 ¥67,100 ¥96,900 ¥126,700 ¥149,000 ¥223,500 ¥293,000 ¥442,000 ¥586,000 ¥735,000 ¥879,000

2段ベッド 6人部屋 ¥59,900 ¥86,500 ¥113,100 ¥133,000 ¥199,500 ¥261,000 ¥394,000 ¥522,000 ¥655,000 ¥783,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本7コマ+無料オプション2コマ＝最大9コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥119,700 ¥172,900 ¥226,100 ¥266,000 ¥399,000 ¥527,000 ¥793,000 ¥1,054,000 ¥1,320,000 ¥1,581,000

2人部屋 ¥96,800 ¥139,800 ¥182,800 ¥215,000 ¥322,500 ¥425,000 ¥640,000 ¥850,000 ¥1,065,000 ¥1,275,000

3人部屋 ¥89,600 ¥129,400 ¥169,200 ¥199,000 ¥298,500 ¥393,000 ¥592,000 ¥786,000 ¥985,000 ¥1,179,000

4人部屋 ¥83,300 ¥120,300 ¥157,300 ¥185,000 ¥277,500 ¥365,000 ¥550,000 ¥730,000 ¥915,000 ¥1,095,000

2段ベッド 6人部屋 ¥76,100 ¥109,900 ¥143,700 ¥169,000 ¥253,500 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

＜パワースピーキング＞ 
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

(月〜金曜日) マンツーマン×10コマ　(土曜日) グループ×3コマ

(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

＜一般英語 ESL10＞

＜TOEIC4,IELTS4コース＞
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×4コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

＜TOEIC6,IELTS6コース＞

※　TOEIC500点以上保持している方向けの難易度の高いコースです。

※　12週間までのカリキュラムとなります。その他のコースと組み合わせることが可能です。



基本9コマ+無料オプション2コマ＝最大11コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥141,300 ¥204,100 ¥266,900 ¥314,000 ¥471,000 ¥623,000 ¥937,000 ¥1,246,000 ¥1,560,000 ¥1,869,000

2人部屋 ¥118,400 ¥171,000 ¥223,600 ¥263,000 ¥394,500 ¥521,000 ¥784,000 ¥1,042,000 ¥1,305,000 ¥1,563,000

3人部屋 ¥111,200 ¥160,600 ¥210,000 ¥247,000 ¥370,500 ¥489,000 ¥736,000 ¥978,000 ¥1,225,000 ¥1,467,000

4人部屋 ¥104,900 ¥151,500 ¥198,100 ¥233,000 ¥349,500 ¥461,000 ¥694,000 ¥922,000 ¥1,155,000 ¥1,383,000

2段ベッド 6人部屋 ¥97,700 ¥141,100 ¥184,500 ¥217,000 ¥325,500 ¥429,000 ¥646,000 ¥858,000 ¥1,075,000 ¥1,287,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本5コマ+無料オプション2コマ＝最大7コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥103,500 ¥149,500 ¥195,500 ¥230,000 ¥345,000 ¥455,000 ¥685,000 ¥910,000 ¥1,140,000 ¥1,365,000

2人部屋 ¥80,600 ¥116,400 ¥152,200 ¥179,000 ¥268,500 ¥353,000 ¥532,000 ¥706,000 ¥885,000 ¥1,059,000

3人部屋 ¥73,400 ¥106,000 ¥138,600 ¥163,000 ¥244,500 ¥321,000 ¥484,000 ¥642,000 ¥805,000 ¥963,000

4人部屋 ¥67,100 ¥96,900 ¥126,700 ¥149,000 ¥223,500 ¥293,000 ¥442,000 ¥586,000 ¥735,000 ¥879,000

2段ベッド 6人部屋 ¥59,900 ¥86,500 ¥113,100 ¥133,000 ¥199,500 ¥261,000 ¥394,000 ¥522,000 ¥655,000 ¥783,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

基本7コマ+無料オプション2コマ＝最大9コマ

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

 1人部屋 ¥119,700 ¥172,900 ¥226,100 ¥266,000 ¥399,000 ¥527,000 ¥793,000 ¥1,054,000 ¥1,320,000 ¥1,581,000

2人部屋 ¥96,800 ¥139,800 ¥182,800 ¥215,000 ¥322,500 ¥425,000 ¥640,000 ¥850,000 ¥1,065,000 ¥1,275,000

3人部屋 ¥89,600 ¥129,400 ¥169,200 ¥199,000 ¥298,500 ¥393,000 ¥592,000 ¥786,000 ¥985,000 ¥1,179,000

4人部屋 ¥83,300 ¥120,300 ¥157,300 ¥185,000 ¥277,500 ¥365,000 ¥550,000 ¥730,000 ¥915,000 ¥1,095,000

2段ベッド 6人部屋 ¥76,100 ¥109,900 ¥143,700 ¥169,000 ¥253,500 ¥333,000 ¥502,000 ¥666,000 ¥835,000 ¥999,000

長期割引 -¥5,000 -¥5,000 -¥10,000 -¥10,000 -¥15,000

※　期間中に異なるコースや部屋に変更する場合、各々の料金を下記の通り算出し合算します。合計週数(入学～卒業)により算出に用いる料金が異なります。

 合計２週：各コースの２週料金÷２×週数　　合計３週：各コースの３週料金÷３×週数　　合計４週以上：各コースの４週料金÷４×週数

※　料金に含まれるもの　授業料、宿泊費、食事（平日・祝日共に３食）、ルームクリーニング（週２回）、ランドリー（週２回）

※　１～４部屋は、平置きタイプのベット、６人部屋は、２段ベットになります。

※　４、６人部屋をご案内いただく場合は、シャワーとトイレが１つずつしかないことを必ずご説明ください。

※　８週以上は長期割引適応済み料金明記となります。長期割引は合計週数(入学～卒業まで)が８週以上で、全タイプのお部屋に適用されます。

※　４週を超える明記されていない週数は、４週料金÷４×希望週数で算出できます。８週以上の場合、算出金額から長期割引金額を引く事になります。

※　１人部屋：２人部屋を１人でお使い頂きます。※　３人部屋：４人部屋を３人でお使い頂きます。※　６人部屋：４人部屋を６人でお使い頂きます。

【備考】

＜TOEIC8,IELTS8コース＞
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ

(土曜日) 模擬テスト×2コマ,グループ×1コマ

＜ビジネス4コース＞
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×4コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ

＜ビジネス6コース＞
(月〜金曜日) 早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ　(土曜日) グループ×3コマ



基本5コマ（キンダーコースは基本6コマ）

1週 2週 3週 4週 6週 8週 12週 16週 20週 24週

2人部屋 ¥161,100 ¥232,700 ¥304,300 ¥358,000 ¥537,000 ¥716,000 ¥1,074,000 ¥1,432,000 ¥1,790,000 ¥2,148,000

3人部屋 ¥220,100 ¥317,900 ¥415,700 ¥489,000 ¥733,500 ¥978,000 ¥1,467,000 ¥1,956,000 ¥2,445,000 ¥2,934,000

4人部屋 ¥268,200 ¥387,400 ¥506,600 ¥596,000 ¥894,000 ¥1,192,000 ¥1,788,000 ¥2,384,000 ¥2,980,000 ¥3,576,000

※お子様の授業内容は、お子様の英語の習熟度に合わせて構成します。

※キンダーガーデンコースは親子留学中に、現地のインターナショナルスクール「LEAP」に通うことができるコースです。

※キンダーガーデンコースを希望される場合は、現地支払費用に追加で、17,500ペソ／1か月です。

※親御様は、お子様がキンダーガーデンに通われている間に、学内にて通常授業を受けて頂けます。

※3名部屋の場合、【子供1名、親2名】と【子供2名、親1名】は同一料金となります。

※詳しくは別紙「親子留学」をご参照ください。

※上記の料金は、2名部屋でしたら、【子供1名、親1名】2名分の料金の合計です。

＜親子留学＆キンダーガーデン＞
親：最大マンツーマン×5コマ、子供：マンツーマン、英語自由保育、グループのうち6コマ、キンダーガーデンは3コマ（2時間）

【備考】

※親御様の授業に関しては、お子様が授業を受けている時間となります。

※親子留学＆キンダーガーデンコースの方は現地にて、親子留学サポート費用が1,500ペソ／1週間です。


