
Enderun Colleges  料金表（2019年6月1日改定）
　コース内容・授業料（4週間） 部屋別滞在費（4週間）

1:1 Group 授業料 滞在費

M3G2 60分×3コマ 90分×2コマ ＄1,010 外部寮1人部屋 ＄1,100

M3G3 60分×3コマ 90分×3コマ ＄1,155 学生寮1人部屋 ＄1,100

M5 60分×5コマ ー ＄1,200 学生寮2人部屋 ＄600

M6+5
(1~4週間のみ）

(平日）60分×6コマ
ー ＄1,680

学生寮3-4人部屋 ＄400

(土曜）60分×5コマ

企業インターン （平日）6〜8時間 週数により異なる

プログラム費用

M3G2 1:1 60分×3コマ Group 90分×2コマ

授業料 滞在費 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
外部寮 1人部屋 ＄1,010 ＄1,100 ＄528 ＄1,055 ＄1,583 ＄2,110 ＄4,220 ＄6,330 ＄8,440 ＄10,550 ＄12,660
学生寮 1人部屋 ＄1,010 ＄1,100 ＄528 ＄1,055 ＄1,583 ＄2,110 ＄4,220 ＄6,330 ＄8,440 ＄10,550 ＄12,660
学生寮 2人部屋 ＄1,010 ＄600 ＄403 ＄805 ＄1,208 ＄1,610 ＄3,220 ＄4,830 ＄6,440 ＄8,050 ＄9,660

学生寮 3-4人部屋 ＄1,010 ＄400 ＄353 ＄705 ＄1,058 ＄1,410 ＄2,820 ＄4,230 ＄5,640 ＄7,050 ＄8,460
宿泊先 自己手配 ＄1,010 ＄0 ＄253 ＄505 ＄758 ＄1,010 ＄2,020 ＄3,030 ＄4,040 ＄5,050 ＄6,060

M3G3 1:1 60分×3コマ Group 90分×3コマ

授業料 滞在費 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
外部寮 1人部屋 ＄1,155 ＄1,100 ＄564 ＄1,128 ＄1,691 ＄2,255 ＄4,510 ＄6,765 ＄9,020 ＄11,275 ＄13,530
学生寮 1人部屋 ＄1,155 ＄1,100 ＄564 ＄1,128 ＄1,691 ＄2,255 ＄4,510 ＄6,765 ＄9,020 ＄11,275 ＄13,530
学生寮 2人部屋 ＄1,155 ＄600 ＄439 ＄878 ＄1,316 ＄1,755 ＄3,510 ＄5,265 ＄7,020 ＄8,775 ＄10,530

学生寮 3-4人部屋 ＄1,155 ＄400 ＄389 ＄778 ＄1,166 ＄1,555 ＄3,110 ＄4,665 ＄6,220 ＄7,775 ＄9,330
宿泊先 自己手配 ＄1,155 ＄0 ＄289 ＄578 ＄866 ＄1,155 ＄2,310 ＄3,465 ＄4,620 ＄5,775 ＄6,930

M5 1:1 60分×5コマ Group -

授業料 滞在費 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
外部寮 1人部屋 ＄1,200 ＄1,100 ＄575 ＄1,150 ＄1,725 ＄2,300 ＄4,600 ＄6,900 ＄9,200 ＄11,500 ＄13,800
学生寮 1人部屋 ＄1,200 ＄1,100 ＄575 ＄1,150 ＄1,725 ＄2,300 ＄4,600 ＄6,900 ＄9,200 ＄11,500 ＄13,800
学生寮 2人部屋 ＄1,200 ＄600 ＄450 ＄900 ＄1,350 ＄1,800 ＄3,600 ＄5,400 ＄7,200 ＄9,000 ＄10,800

学生寮 3-4人部屋 ＄1,200 ＄400 ＄400 ＄800 ＄1,200 ＄1,600 ＄3,200 ＄4,800 ＄6,400 ＄8,000 ＄9,600
宿泊先 自己手配 ＄1,200 ＄0 ＄300 ＄600 ＄900 ＄1,200 ＄2,400 ＄3,600 ＄4,800 ＄6,000 ＄7,200

M6+5 (1~4週間のみ） 1:1 (平日） 60分×6コマ 1:1 (平日） 60分×5コマ Group -

授業料 滞在費 1週間 2週間 3週間 4週間
外部寮 1人部屋 ＄1,680 ＄1,100 ＄695 ＄1,390 ＄2,085 ＄2,780
学生寮 1人部屋 ＄1,680 ＄1,100 ＄695 ＄1,390 ＄2,085 ＄2,780
学生寮 2人部屋 ＄1,680 ＄600 ＄570 ＄1,140 ＄1,710 ＄2,280

学生寮 3-4人部屋 ＄1,680 ＄400 ＄520 ＄1,040 ＄1,560 ＄2,080
宿泊先 自己手配 ＄1,680 ＄0 ＄420 ＄840 ＄1,260 ＄1,680

企業インターン （平日）6〜8時間 ＊Enderun Collegesでの英語研修2週間以上受講した場合のみ参加可能

授業料 滞在費 1週間 2週間 3週間 4週間
外部寮 1人部屋 ー ＄1,100 ＄525 ＄900 ＄1,225 ＄1,550
学生寮 1人部屋 ー ＄1,100 ＄525 ＄900 ＄1,225 ＄1,550
学生寮 2人部屋 ー ＄600 ＄400 ＄650 ＄850 ＄1,050

学生寮 3-4人部屋 ー ＄400 ＄350 ＄550 ＄700 ＄850
宿泊先 自己手配 ー ＄0 ＄250 ＄350 ＄400 ＄450

*4週間以上の企業インターンをご希望の場合には、お問い合わせくださいませ。

その他の費用
（日本支払い） （現地支払い）

入学金 $150) I- CARD　(8週間以上のフィリピン滞在の場合） 3500ペソ
食事代（平日朝食・昼食） 　*選択可能 $30 /週間 ビザ延長費用 期間による

ご入学2週間前までご案内可能 追加授業：マンツーマン授業（1コマ60分） （平日・土曜）12ドル
ピックアップ費用 マニラ空港（片道） $30)

総合管理費 / 週間　*学生寮利用者のみ $20 / 週間
SSP費用 $130)

教材コピー代金 $10 / 4週間
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