
キャンパス 部屋タイプ 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週

1人 ¥80,280 ¥115,960 ¥151,640 ¥178,400 ¥356,800 ¥535,200 ¥713,600 ¥892,000 ¥1,070,400

スパルタ 2人 ¥73,620 ¥106,340 ¥139,060 ¥163,600 ¥327,200 ¥490,800 ¥654,400 ¥818,000 ¥981,600

クラシック 3人 ¥68,940 ¥99,580 ¥130,220 ¥153,200 ¥306,400 ¥459,600 ¥612,800 ¥766,000 ¥919,200

キャピタル 4人 ¥65,160 ¥94,120 ¥123,080 ¥144,800 ¥289,600 ¥434,400 ¥579,200 ¥724,000 ¥868,800

5人 ¥62,280 ¥89,960 ¥117,640 ¥138,400 ¥276,800 ¥415,200 ¥553,600 ¥692,000 ¥830,400

1人 ¥88,920 ¥128,440 ¥167,960 ¥197,600 ¥395,200 ¥592,800 ¥790,400 ¥988,000 ¥1,185,600

スパルタ 2人 ¥82,260 ¥118,820 ¥155,380 ¥182,800 ¥365,600 ¥548,400 ¥731,200 ¥914,000 ¥1,096,800

クラシック 3人 ¥77,580 ¥112,060 ¥146,540 ¥172,400 ¥344,800 ¥517,200 ¥689,600 ¥862,000 ¥1,034,400

キャピタル 4人 ¥73,800 ¥106,600 ¥139,400 ¥164,000 ¥328,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 ¥984,000

5人 ¥70,920 ¥102,440 ¥133,960 ¥157,600 ¥315,200 ¥472,800 ¥630,400 ¥788,000 ¥945,600

1人 ¥90,720 ¥131,040 ¥171,360 ¥201,600 ¥403,200 ¥604,800 ¥806,400 ¥1,008,000 ¥1,209,600

2人 ¥84,060 ¥121,420 ¥158,780 ¥186,800 ¥373,600 ¥560,400 ¥747,200 ¥934,000 ¥1,120,800

クラシック 3人 ¥79,380 ¥114,660 ¥149,940 ¥176,400 ¥352,800 ¥529,200 ¥705,600 ¥882,000 ¥1,058,400

4人 ¥75,600 ¥109,200 ¥142,800 ¥168,000 ¥336,000 ¥504,000 ¥672,000 ¥840,000 ¥1,008,000

5人 ¥72,720 ¥105,040 ¥137,360 ¥161,600 ¥323,200 ¥484,800 ¥646,400 ¥808,000 ¥969,600

1人 ¥88,920 ¥128,440 ¥167,960 ¥197,600 ¥395,200 ¥592,800 ¥790,400 ¥988,000 ¥1,185,600

2人 ¥82,260 ¥118,820 ¥155,380 ¥182,800 ¥365,600 ¥548,400 ¥731,200 ¥914,000 ¥1,096,800

クラシック 3人 ¥77,580 ¥112,060 ¥146,540 ¥172,400 ¥344,800 ¥517,200 ¥689,600 ¥862,000 ¥1,034,400

4人 ¥73,800 ¥106,600 ¥139,400 ¥164,000 ¥328,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 ¥984,000

5人 ¥70,920 ¥102,440 ¥133,960 ¥157,600 ¥315,200 ¥472,800 ¥630,400 ¥788,000 ¥945,600

1人 ¥93,600 ¥135,200 ¥176,800 ¥208,000 ¥416,000 ¥624,000 ¥832,000 ¥1,040,000 ¥1,248,000

2人 ¥86,940 ¥125,580 ¥164,220 ¥193,200 ¥386,400 ¥579,600 ¥772,800 ¥966,000 ¥1,159,200

クラシック 3人 ¥82,260 ¥118,820 ¥155,380 ¥182,800 ¥365,600 ¥548,400 ¥731,200 ¥914,000 ¥1,096,800

4人 ¥78,480 ¥113,360 ¥148,240 ¥174,400 ¥348,800 ¥523,200 ¥697,600 ¥872,000 ¥1,046,400

5人 ¥75,600 ¥109,200 ¥142,800 ¥168,000 ¥336,000 ¥504,000 ¥672,000 ¥840,000 ¥1,008,000

1人 ¥86,040 ¥124,280 ¥162,520 ¥191,200 ¥382,400 ¥573,600 ¥764,800 ¥956,000 ¥1,147,200

キャピタル 2人 ¥79,380 ¥114,660 ¥149,940 ¥176,400 ¥352,800 ¥529,200 ¥705,600 ¥882,000 ¥1,058,400

3人 ¥74,700 ¥107,900 ¥141,100 ¥166,000 ¥332,000 ¥498,000 ¥664,000 ¥830,000 ¥996,000

4人 ¥70,920 ¥102,440 ¥133,960 ¥157,600 ¥315,200 ¥472,800 ¥630,400 ¥788,000 ¥945,600

1人 ¥88,920 ¥128,440 ¥167,960 ¥197,600 ¥395,200 ¥592,800 ¥790,400 ¥988,000 ¥1,185,600

キャピタル 2人 ¥82,260 ¥118,820 ¥155,380 ¥182,800 ¥365,600 ¥548,400 ¥731,200 ¥914,000 ¥1,096,800

3人 ¥77,580 ¥112,060 ¥146,540 ¥172,400 ¥344,800 ¥517,200 ¥689,600 ¥862,000 ¥1,034,400

4人 ¥73,800 ¥106,600 ¥139,400 ¥164,000 ¥328,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 ¥984,000

1人 ¥88,920 ¥128,440 ¥167,960 ¥197,600 ¥395,200 ¥592,800 ¥790,400 ¥988,000 ¥1,185,600

キャピタル 2人 ¥82,260 ¥118,820 ¥155,380 ¥182,800 ¥365,600 ¥548,400 ¥731,200 ¥914,000 ¥1,096,800

3人 ¥77,580 ¥112,060 ¥146,540 ¥172,400 ¥344,800 ¥517,200 ¥689,600 ¥862,000 ¥1,034,400

4人 ¥73,800 ¥106,600 ¥139,400 ¥164,000 ¥328,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 ¥984,000

1人 ¥93,600 ¥135,200 ¥176,800 ¥208,000 ¥416,000 ¥624,000 ¥832,000 ¥1,040,000 ¥1,248,000

コース/授業（1コマ45分）

ESL一般英会話①

早朝授業×80分、マンツーマン×4コマ、
1：4クラス×2コマ、グループ×4コマ、

夜間授業×90分

ESL一般英会話②

早朝授業×80分、マンツーマン×6コマ、
1：4×2コマ、グループ×2コマ、夜間授

業×90分

EAP
早朝授業×80分

マンツーマン×4コマ

１：4×2コマ、　１：8×2コマ

グループ×2コマ

夜間授業×90分

IELTS Pre

早朝授業×80分、マンツーマン×4コマ、
1：4×2コマ、1：8×2コマ、グループ×

2コマ夜間授業×90分

IELTS  5.5/6.0/6.5/7.0

早朝授業×80分、マンツーマン×4コマ、
1：4×2コマ、1：8×2コマ、グループ×

2コマ夜間授業×90分

TOEIC Pre

早朝授業×80分、マンツーマン×4コマ
１：4×2コマ、グループ×4コマ、夜間授

業×90分

TOEIC   600/700/800/900
早朝授業×80分、マンツーマン×4コマ、
1：4クラス×2コマ、グループ×4コマ、

夜間授業×90分

TOEFL Pre

早朝授業×80分、マンツーマン×4コマ、
1：4×2コマ、1：8×2コマ、グループ×

2コマ夜間授業×90分

TOEFL　60/80/100/110

早朝授業×80分、マンツーマン×4コマ、
1：4クラス×2コマ、1：8クラス×2コ
マ、グループ×2コマ、夜間授業×90分



キャピタル 2人 ¥86,940 ¥125,580 ¥164,220 ¥193,200 ¥386,400 ¥579,600 ¥772,800 ¥966,000 ¥1,159,200

3人 ¥82,260 ¥118,820 ¥155,380 ¥182,800 ¥365,600 ¥548,400 ¥731,200 ¥914,000 ¥1,096,800

4人 ¥78,480 ¥113,360 ¥148,240 ¥174,400 ¥348,800 ¥523,200 ¥697,600 ¥872,000 ¥1,046,400

1人 ¥87,840 ¥126,880 ¥165,920 ¥195,200 ¥390,400 ¥585,600 ¥780,800 ¥976,000 ¥1,171,200

スパルタ 2人 ¥81,180 ¥117,260 ¥153,340 ¥180,400 ¥360,800 ¥541,200 ¥721,600 ¥902,000 ¥1,082,400

3人 ¥76,500 ¥110,500 ¥144,500 ¥170,000 ¥340,000 ¥510,000 ¥680,000 ¥850,000 ¥1,020,000

1人 ¥90,720 ¥131,040 ¥171,360 ¥201,600 ¥403,200 ¥604,800 ¥806,400 ¥1,008,000 ¥1,209,600

スパルタ 2人 ¥84,060 ¥121,420 ¥158,780 ¥186,800 ¥373,600 ¥560,400 ¥747,200 ¥934,000 ¥1,120,800

3人 ¥79,380 ¥114,660 ¥149,940 ¥176,400 ¥352,800 ¥529,200 ¥705,600 ¥882,000 ¥1,058,400

1人 ¥110,300 ¥180,300 ¥250,300 ¥310,300 ¥620,600 ¥930,900 ¥1,241,200 ¥1,551,500 ¥1,861,800

キャピタル 2人 ¥99,300 ¥164,300 ¥229,300 ¥284,300 ¥568,600 ¥852,900 ¥1,137,200 ¥1,421,500 ¥1,705,800

3人 ¥93,800 ¥153,800 ¥213,800 ¥263,800 ¥527,600 ¥791,400 ¥1,055,200 ¥1,319,000 ¥1,582,800

4人 ¥88,200 ¥143,200 ¥198,200 ¥248,200 ¥496,400 ¥744,600 ¥992,800 ¥1,241,000 ¥1,489,200

　 【　お部屋タイプ　】

入学金                 15,000円 　 スパルタ（内部寮）：1～3人部屋クラシック：1～5人部屋キャピタル：1～4人部屋　ホテル(ビジネスのみ）：1人部屋

　 　 スパルタキャンパスプレミアム寮　 Aタイプ（バストイレ室内）は上記料金に1週あたり￥1,080の追加代金がかかります。

 Ｂタイプ（バストイレ共同利用）は内部寮２・3人部屋と同じ料金です。

SSP（特別学生許可書）6,500Php 　 　  プレミアム寮に1人部屋の設定はありません。

水光熱費 ホテル：キャピタルキャンパスビジネスコースは週19,000円で宿泊可能。

教材費 500～1,500Php 【　クラス　】

(コース・レベルにより異なる) 　 ＊1コマ45分　　

寮保証金 3,000Php 　 ＊早朝授業は休憩なしの80分授業です。　夜間授業は途中5分休憩があります。（授業時間90分）

ACRI-CARD（59日以上滞在の場合） 3,000Php 　

※1Php=約3円 　 【　料金　】

　 ＊24週以降の留学につきましては、各コース4週間料金を掛け算してください。

＜VISA延長費用　（留学期間5週間以上）＞　　　　 　 　　例：4週間の価格×7＝28週間の価格　　　　　例：4週間の価格×10＝40週間の価格

3,440Php 　 　尚、13週や23週のように4の倍数でない場合は前後の週を4で割って余の週を掛けた料金を加算して下さい。

8,150Php 　 ＊前泊・延泊をご希望の場合は、空室がある場合に限り現地で1泊1,000Phｐ（食事付）のお支払いで宿泊可能です。

10,890Php 　 　 SMEAG校東京オフィス 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1－21－12ヤマノ26ビル2F

13,630Php 　 　 TEL:03-5302-2239 FAX:03-5302-2238　　　　　　e-mail: info@achievegoal.jp　 2014.11.27改定

16,340Php 　 　　

　 　

　

ケンブリッジ検定
PET/FCE/CAE/CPE

早朝授業×80分、マンツーマン×2コマ、
1：2クラス×2コマ、1：4クラス×2コ

マ,1：8クラス×2コマ
グループ×1コマ、夜間授業×90分

TOEFL　60/80/100/110

早朝授業×80分、マンツーマン×4コマ、
1：4クラス×2コマ、1：8クラス×2コ
マ、グループ×2コマ、夜間授業×90分

ケンブリッジ検定  KET

早朝授業×80分、マンツーマン×2コマ、
1：2クラス×2コマ、1：4クラス×2コ

マ,1：8クラス×2コマ
グループ×2コマ、夜間授業×90分

13-16週間

17-20週間

21-24週間

ビジネス

早朝授業×80分、マンツーマン×8コマ、
１：4×2コマ、夜間授業×90分

【　上記料金以外に掛かる費用（日本でのお支払い）　】

【　現地支払費用　（SMEAG校でのお支払い）　】

約300Php/週　＊目安

5-8週間

9-12週間

tel:03-5302-2239
mailto:info@achievegoal.jp

