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学校メイン
学校はセブシティの中心に位置します。24時間警備体制で治安面の心配もありません。

1.語学学校紹介

皆さんが語学留学を選ばれた目的は何ですか？

私たちは小学校より高等学校までの１２年間という長い時
間を英語に費やしております。しかしながら、それにも関わら
ず未だに充分な英語力が身についてないという理由で、語
学留学をする方が多いと考えられます。

１２年間という歳月が過ぎても伸びない英語力、短期間３ヶ
月より長期１年～２年間を高い費用をかけて行かれるので
あれば、このUBECを自信持ってご紹介致します。
ぜひ今まで１２年培ってきた間違った英語学習方法を改め
るべく、新たな UBEC英語学習改善プログラムにすべてをお
任せください。
もちろん １２週間という短期間でネイティブ並みに英語が身

につく訳でははありません。しかし、本校は、正しい学習方
法と習慣が身につくよう、そして更に今後のあなたの英語力
の向上の為に、一生懸命、自信持ってお手伝いさせて頂き
たいと思っております。

CEBU UBECにてあなたの夢が叶います。

Yoon, Ji Young
Principal of UBEC
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2.レッスンルーム

マンツーマン＆グループレッスン
完全に仕切られたマンツーマンレッスンルームとグループレッスンルーム。

◆マンツーマンレッスンの様子

◆マンツーマンレッスンルーム

◆グループレッスンルーム

◆マンツーマンレッスンの様子
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◆学校外観

◆トレーニングジム ◆屋上スペース◆売店

◆学校教材販売店

◆食堂

3-1.学校寮

ご滞在先について
学校内に1人部屋～3人部屋まで。各部屋に学習机、シャワー、トイレがございます。
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3-2.学校寮

ご滞在先について
学校内に1人部屋～3人部屋まで。各部屋に学習机、シャワー、トイレがございます。

◆1人部屋A (窓あり)

◆部屋内設備

◆3人部屋A (窓あり)◆2人部屋A (窓あり)
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4-1.周辺環境
徒歩圏内にある主な商業施設

何でも揃うスクエアまで徒歩３分！！ 徒歩圏内ですべてが揃う抜群のロケーションです！！

◆レストラン街（徒歩3分）

ＪＹスクエア内にあります

◆スーパーマーケット（徒歩3分）

ＪＹスクエアに隣接しています

◆ＪＹスクエア（徒歩3分）

レストランからコンビニエンスストア、ショッピ
ングフロアまで、とにかく何でも揃います

◆セブンイレブン（徒歩3分）

ＪＹスクエア内にあります

◆スポーツジム（徒歩3分）

※1,300ペソ/1ヶ月でご利用いただけます

◆ゴルフ練習場（徒歩10分）
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4-2.周辺環境
セブ島の主なスポット

マリンリゾートをはじめ、ショッピングもお楽しみいただけます！

◆マクタン島 （タクシー40分）

ダイビングほか、青い海でリフレッシュ！

◆アヤラモール（タクシー10分）

一日では回りきれない巨大ショッピングモール

◆ SMモール（タクシー15分）

フィリピンで最も有名なショッピングモール

◆ CEBU IT PARK（タクシー5分）

外資系企業が続々と進出する新興ビジネス街

◆トップス展望台

セブ市内を一望できる高台の展望台

◆ ZIP LINE

バンジージャンプも体験できる！
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学校概要

正式名称 UBEC (Uni – Best English Clinic)

所在地
Alfonso & Sons Apartments, Sanson Road, Lahug, Cebu City, 6000, Philippines

※セブマクタン国際空港から車で約20分

TEL ＋63 32-268-5982 E-mail japan@cebuubec.com

設立年度 2005年 学生定員 80名 スタッフ数 日本人 2名、韓国人 2名, 中国人 1名

レッスンルーム 1:1 (42室）・ グループ (5室） スタディルーム 1室 講師数 約48名

在籍国別比率 日本：40%  韓国 :40%  中国 : 20% ※期間やコースにより異なります

公式指定 ･ SSP発給認定機関 ･ TESDA認定機関

主な特徴

･ 初日の月曜日から授業（選択コースのコマ数分・授業内でのレベルテスト含む）を受ける事ができます。

※グループレッスンは初日はありません。

･ 基本レッスンは オールマンツーマン

･ リスニングおよび発音を中心に英語力全体をカバーするオリジナルメソッド「Know How English」！！

･ マザーティーチャー制採用(生徒１人につき1人の先生がスケジュール、評価等担当します。)

･ 小規模な学校なので、先生との距離が近く、フレンドリーな雰囲気です。

･ セブシティの中心地に立地。徒歩圏内にショッピングモールやコンビニなど多数

･ 授業料+寮費の詳細は17ページへ>>>

メモ

徒歩圏内にJYスクエアという大きな商業施設があり、ショッピングセンター、大型スーパーマーケット、マ
クドナルド、コンビニ、レストラン、両替所等がありとても利便性に優れた位置にUBECがあります。

また、近隣にはゴルフやスポーツジム施設もあり日本よりも安く利用していただけます。

セブにある多くの学校の中でも、特に立地・利便性が良いため、幅広いお客様におすすめできます。

1週間留学の方で期間中に祝日で学校がお休みの場合、その祝日分の授業を留学期間内の
別の平日に補講として受けることが可能です。(※1日の最大授業時間数内での補講となります。)

15歳以上（高校生以上）から入学可能です。

5.学校詳細

学校概要・紹介
抜群のロケーションの中で、留学終了後も効果的に自己学習できる方法を身につけることができます。
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コース 構成

授業プラン

ESL

Standard

コース

平日マンツーマン200分(1クラス100分×2コマ) ＋ グループクラス(200分)

TOTAL 6.6時間

ESL

Intensive

コース

平日マンツーマン300分(1クラス100分×3コマ) ＋ グループクラス(100分)

TOTAL 6.6時間

ESL

Super 
Intensive

コース

平日マンツーマン400分(1クラス100分×4コマ)

TOTAL 6.6時間

6-1.授業プラン概要

授業プラン（コース）・レッスン内容
基本レッスンはオールマンツーマン！！ オリジナルメソッドの「Know How English」を中心に、その他の要素も選択可能です！

※各クラスは渡航時のもので、現地にて変更することもできます。詳しくは12ページをご覧下さい。

マンツーマン

Know How English 1コマ +  Any ESL Subject 1コマ
グループ 2コマ

マンツーマン

Know How English 1コマ +  Any ESL Subject 2コマ
グループ 1コマ

マンツーマン

Know How English 1コマ +  Any ESL Subject 3コマ
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コース 構成

授業プラン

TOEIC

コース

平日マンツーマン300分(1クラス100分×3コマ)

TOTAL 5時間

Business 
English

コース

平日マンツーマン200分(1クラス100分×2コマ)＋グループ200分(1クラス100分×2コマ)

TOTAL 6.6時間

TOEIC
+

Business 
English

コース

平日マンツーマン400分(1クラス100分×4コマ)

TOTAL 6.6時間

6-2.授業プラン概要

授業プラン（コース）・レッスン内容
社会人向けのTOEICとBusiness Englishのコース。TOEICとBusiness両方を勉強することも可能です。

※TOEICコースの通常ESLコースについては12ページをご覧下さい。

マンツーマン

TOEIC Reading 1コマ + TOEIC Listening 1コマ
+ Any ESL Subject 1コマ

TOEIC模擬テスト
19時～22時

上級者：毎日(月～金)
初級者：週２～３回

マンツーマン

Business A1コマ
+ 

Business B1コマ

グループ ※Business Aおよび
Business Bについて
は12ページをご覧下
さい。

Discussionグループ1コマ
+ 

Conversationグループ1コマ

マンツーマン

TOEIC Reading 1コマ + TOEIC Listening 1コマ
+ Business A1コマ + Business B1コマ

TOEIC模擬テスト
19時～22時

上級者：毎日(月～金)
初級者：週２～３回
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コース 構成

授業プラン

TOEFL

(IELTS)

コース

平日マンツーマン300分(1クラス100分×3コマ)

TOTAL 5時間

4週間以上からのお申込みとなります。

Standard+

ゴルフコース

平日マンツーマン200分(1クラス100分×2コマ) ＋ ゴルフレッスン(1時間)

TOTAL 3.5時間

6-3.授業プラン概要

授業プラン（コース）・レッスン内容
TOEFLコースも基本レッスンはオールマンツーマン！！ また、英語＋ゴルフレッスンコースもございます。

※ゴルフレッスンの詳細につきましては16ページをご覧下さい。

※オプション(有料)にてグループレッスンを追加することもできます。
詳しくはお問合せ下さい。

マンツーマン

TOEFL Speaking 1コマ + TOEFL Writing 1コマ
+ TOEFL Reading & Listening 1コマ

模擬試験
(4週間ごと)

マンツーマン

Know How English 1コマ
+ 

Any ESL Subject 1コマ

ゴルフレッスン
(週3回、1回30分～１時間)
※ゴルフのない日(2回)は
自由時間となります。
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6-4.授業プラン概要

カリキュラム内容
その他の授業プランと、全プラン共通のカリキュラム概要です。もちろんレベル毎にレッスン内容は異なります。

区分 内容 時間割

基本クラス

8ページのものは渡航前に指定されているカリキュラムとなります。
渡航後に下記項目を個々の実力・要望に合わせてカリキュラムを
変更することもできます。(TOEFLコースを除く)

1. Know How English：リスニングと発音を中心に英語力全体をカバーする
UBECのオリジナルメソッド

2. Intensive Speaking：スピーキング(会話)に特化したクラス
3. Integrated Writing：ライティング(英文作成)に特化したクラス
4. Integrated Speaking & Reading：リーディングに特化したクラス

※カリキュラムの変更およびレベルの変更については、新たにテキストを
購入する必要がございます。

①08：00-09：40

②09：50-11：30

③12：30-14：10

④14：20-16：00

⑤16：10-17：50

※シーズンにより、スケジュールが
前後する可能性がございます。

※初日の16:00~17:30は
オリエンテーションとなります。

Business
クラス

Business A：ビジネスの場面でよく使用されるVocabularyに重点を置いたロールプレイ形式の授業です。
(電話対応、ビジネスレター、メール等)

Business B：トピック(週１つ)に基づきアウトラインを作成していき、毎週プレゼンテーションを実践します。

グループ

クラス

グループクラス(100分)はスピーキング中心のクラスとなります。

Lower Level(初心者)グループ：conversation 又はdiscussion中心のクラス
Higher Level(上級者)グループ：Presentation 又はdebate中心のクラス

マンツーマンレッスン(通常ESLクラス)

※入学した週から数えて4週間目の金曜日には、授業1コマを使用し、レベル確認のためのテストが実施されます。
※繁忙期については、夕食後（18時～）に授業が行われることもありますので、ご了承ください。
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6-5.授業プラン概要

オリジナルメソッド「Know How English」とは
3ステップを通して正しい英語学習の方法を身につけ、帰国後もその身についた学習法で継続学習できます！！

ステップ１

Dictation(書き取り)

①学校より提供された音声ファイルを注意して聞く(特に’’r’’と“l’’など)

※音声ファイルはBeginner, Intermediate, Advancedの3レベルあり
situation別にファイルが別れています

②音声を聞きながら「聞こえてくるとおりに」ノートへ記載します
例：スーパーサラダと聞こえた → super saladと記載
(実際はsoup or salad)
→聞こえた通りに書いた台本「音声スクリプト」の作成

ステップ2

Pronunciation & Accent

(発音とアクセント)

③発音、イントネーション、アクセントに注意をして音声ファイルを聞きます

④聞こえるとおりに発声する
→自分が正確に聞いたほど、まねして発声できます

⑤マンツーマンで先生と発音、アクセントおよびイントネーション矯正

ステップ3

Expression & Vocabulary

(表現と語彙)

⑥ステップ１で作成した「音声スクリプト」と実際の台本と照らし合わせ
分からない語彙や表現を確認

⑦講師とロールプレイングゲーム形式で練習（レベルによっては暗証）

※【Know How English 使用端末について】
授業で使用するMP3プレーヤーのご持参が必須となります。使用端末は1GB以上の容量があるもの（スマートフォンも可）
とヘッドホンをご用意ください。尚、お持ちでない方は現地で500ペソにてレンタルしております。（デポジットとして2,0
00ペソをお預かりし、帰国時に1,500ペソお返しします。）

※学校から受け取った音声ファイルについては、帰国後もご使用頂けます。
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6-6.授業プラン概要

各種アクティビティ
UBECでは水曜日および金曜日に各種アクティビティが行われます。

水曜日(アクティビティ)
・毎週水曜日18時30分～21時には、ボウリング、バドミントン

映画等の様々なアクティビティーが実施されます。(自由参加)

◆ビリヤード ◆ボーリング

◆ボンディングプログラム

◆ゴーカート

◆ロッククライミグ◆ジップライン
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6-7.授業プラン概要

各種アクティビティ
UBECでは水曜日および金曜日に各種アクティビティが行われます。

金曜日

(アクティビティ＋テスト)

アクティビティ

・2ヶ月に1～２回、スピーチコンテストまたはボンディングプログラム

(学生と先生との交流会)が実施されます。(午後3時～)

テスト

・Know How Englishテスト・・・1週間で学んだKnow How English

の習得具合を確認するためのテストです。先生とロールプレイングゲーム

形式で行う暗唱テストで、主に発音・アクセント・イントネーションを

確認します。

・レベルアップテスト・・4週毎の金曜日に行われるテスト。参加必須。

入学初日、入学後4・8・12週目に行われ、進捗状況がわかりやすい

TOEIC SW形式で行われます。

・金曜日ミニテスト・・・レベルテストが無い金曜日に行われます。

レベルテストと同じ形式の問題を3回に分けて練習する、レベルアップ

テストに向けた準備テストです。

※金曜日のアクティビティは選択制となります。アクティビティを選択した場合
その分の授業は受講できません。またその分の払い戻しもございません。

※金曜日のレベルテストは授業時間内でWriting50分、Speaking30分のテストを行います。
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6-8.授業プラン概要

ゴルフレッスンについて
週3回のゴルフレッスンは授業の息抜きにピッタリです。屋根付きなので雨が降っても練習可能です！

・学校から徒歩10分の距離にあります。
・300ヤードのドライビングレンジ
・1人の先生に対し最大2名までの指導体制

※別途、ボール代(1box25球で38ペソ)を現地にてお支払下さい。
(通常30分～1時間の練習で5box程が一般的です)

※クラブは無料でレンタルできます。
※靴のレンタルサービスはありませんのでランニングシューズを
ご持参下さい。(靴下も忘れずに)

※グローブについては日本で購入して持参下さい。
(現地にて購入することもできますが、日本で購入された方が安く
質の良いものが多いです)

※オプション(有料)にてグループレッスンを追加することもできます。
詳しくはお問合せ下さい。

16



区分 種別

寮

1人部屋A（窓あり）

学校内に併設

完全独立型：各お部屋にトイレ・シャワー設備があります

[付帯設備]

ベッド・クローゼット・机・シャワー・トイレ・エアコン・扇風機

公共冷蔵庫

1人部屋B（窓なし）

2人部屋A（窓あり）

2人部屋B（窓なし）

3人部屋A（窓あり）

3人部屋B

（窓あり, 2段ベッド)

備考

※窓なし部屋は電気代一部が免除されます（1,500ペソ/4週）

※インターネット利用無料（各階のラウンジにてWIFI使用可）★PCの貸出しはしておりません

※1日3食付・ルームクリーニング(週2回)・シーツ交換(2週に1回)・洗濯(週２回)

※自習室完備 (7:10 pm to 11:30 pm)

※学校から徒歩3分程の距離にJYスクエア（総合商業施設）あり

※タクシーで10分程度の距離にAyalaモールあり

※原則日曜入寮、土曜日退寮。
フライトの都合等により、土曜日入寮あるいは日曜日退寮となる場合
→お部屋タイプ・ご留学期間に関係なく延泊1泊につき2,000円が別途必要となります。
日曜日早朝に到着の便で宿泊が必要と判断されました場合も同様に延泊料金が必要となります。
退寮時刻は原則土曜日の12時となります。
遅延等でフライト時刻が変更になりました場合の返金等はございませんので予めご了承下さい。

滞在プラン 学校付属寮滞在のみ

滞在プラン・寮タイプ別詳細
基本は学校併設寮へのご滞在となります。

7.滞在寮概要
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留意事項

【厳守事項】
・外出可能時間：月曜-金曜日・・・6時～8時および17時50分～22時30分

※TOEIC模擬テスト受講者はテスト時間中外出不可
・土曜日・・・0時まで 日曜日・・・21時まで
・未成年者の週末外出(金・土・日)は18時までです。

【禁止事項】
・寮内での飲酒
・異性の部屋への出入り
・指定場所以外での喫煙
・部外者の立ち入り誘導
・他の滞在者への暴言・暴力・その他迷惑行為

※学校規定の禁止事項をお守り頂けない場合は、警告なしで即退校処分となる場合があります

【その他】

・入学初日は各マンツーマンクラスにてレベルテスト＋授業が行われます。

・入学初日はグループレッスンは行いません

・週末(土曜日、日曜日)は休校となります

・フィリピンの公休日(祝日)および学校が独自に定めた休日もクラスは行いません

・休日はお申し込み時に確定していない場合もありますので、予めご了承下さい

・各コースにあるKnow How EnglishのクラスではMP3、iPodまたは
パソコンとヘッドホンが必要となりますので必ず日本より持ってきて下さい
（７００MB以上の容量のあるもの）

・現地での手続きに証明写真（5cm×5cm 白背景）が2枚必要となります。証明写真は現地で

撮影することも可能です。※31日以上滞在の場合はVISA申請毎に1枚追加で必要となります

8.その他の事項

留意事項
お客さまが英語留学に集中して取り組んで頂き、快適にお過ごし頂くための留意事項です。
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9-1.費用詳細

留学費用：授業料＋寮費(3食込)
基本となる料金です。まずはレッスンコース、留学期間、お部屋タイプを選択してください。 ※原則日曜日入寮・土曜日退寮です。

コース名 期間

3人部屋B

（窓あり, 

2段ベッド)

3人部屋A

(窓あり)

2人部屋B

(窓なし)

2人部屋Ａ

(窓あり)

1人部屋Ｂ

(窓なし)

1人部屋Ａ

(窓あり)

Standard

コース

1週 ¥32,700 ¥35,100 ¥36,600 ¥40,200 ¥44,100 ¥47,700 

2週 ¥60,000 ¥64,400 ¥67,200 ¥73,800 ¥80,900 ¥87,500 

3週 ¥85,900 ¥92,200 ¥96,200 ¥105,600 ¥115,800 ¥125,300 

4週 ¥109,000 ¥117,000 ¥122,000 ¥134,000 ¥147,000 ¥159,000 

8週 ¥218,000 ¥234,000 ¥244,000 ¥268,000 ¥294,000 ¥318,000 

12週 ¥327,000 ¥351,000 ¥366,000 ¥402,000 ¥441,000 ¥477,000 

16週 ¥431,000 ¥463,000 ¥483,000 ¥531,000 ¥583,000 ¥631,000 

20週 ¥535,000 ¥575,000 ¥600,000 ¥660,000 ¥725,000 ¥785,000 

24週 ¥639,000 ¥687,000 ¥717,000 ¥789,000 ¥867,000 ¥939,000 

Intensive

コース

1週 ¥39,600 ¥42,000 ¥43,500 ¥47,100 ¥51,000 ¥54,600 

2週 ¥72,600 ¥77,000 ¥79,800 ¥86,400 ¥93,500 ¥100,100 

3週 ¥104,000 ¥110,300 ¥114,300 ¥123,700 ¥133,900 ¥143,400 

4週 ¥132,000 ¥140,000 ¥145,000 ¥157,000 ¥170,000 ¥182,000 

8週 ¥264,000 ¥280,000 ¥290,000 ¥314,000 ¥340,000 ¥364,000 

12週 ¥396,000 ¥420,000 ¥435,000 ¥471,000 ¥510,000 ¥546,000 

16週 ¥523,000 ¥555,000 ¥575,000 ¥623,000 ¥675,000 ¥723,000 

20週 ¥650,000 ¥690,000 ¥715,000 ¥775,000 ¥840,000 ¥900,000 

24週 ¥777,000 ¥825,000 ¥855,000 ¥927,000 ¥1,005,000 ¥1,077,000 

※長期割引後の価格
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9-2.費用詳細

留学費用：授業料＋寮費(3食込)
基本となる料金です。まずはレッスンコース、留学期間、お部屋タイプを選択してください。 ※原則日曜日入寮・土曜日退寮です。

※長期割引後の価格

コース名 期間

3人部屋B

（窓あり, 

2段ベッド)

3人部屋A

(窓あり)

2人部屋B

(窓なし)

2人部屋Ａ

(窓あり)

1人部屋Ｂ

(窓なし)

1人部屋Ａ

(窓あり)

Supper Intensive

コース

1週 ¥45,600 ¥48,000 ¥49,500 ¥53,100 ¥57,000 ¥60,600 

2週 ¥83,600 ¥88,000 ¥90,800 ¥97,400 ¥104,500 ¥111,100 

3週 ¥119,800 ¥126,100 ¥130,100 ¥139,500 ¥149,700 ¥159,200 

4週 ¥152,000 ¥160,000 ¥165,000 ¥177,000 ¥190,000 ¥202,000 

8週 ¥304,000 ¥320,000 ¥330,000 ¥354,000 ¥380,000 ¥404,000 

12週 ¥456,000 ¥480,000 ¥495,000 ¥531,000 ¥570,000 ¥606,000 

16週 ¥603,000 ¥635,000 ¥655,000 ¥703,000 ¥755,000 ¥803,000 

20週 ¥750,000 ¥790,000 ¥815,000 ¥875,000 ¥940,000 ¥1,000,000 

24週 ¥897,000 ¥945,000 ¥975,000 ¥1,047,000 ¥1,125,000 ¥1,197,000 

English & Golf

コース

1週 ¥38,700 ¥41,100 ¥42,600 ¥46,200 ¥50,100 ¥53,700 

2週 ¥71,000 ¥75,400 ¥78,200 ¥84,800 ¥91,900 ¥98,500 

3週 ¥101,700 ¥108,000 ¥112,000 ¥121,400 ¥131,600 ¥141,100 

4週 ¥129,000 ¥137,000 ¥142,000 ¥154,000 ¥167,000 ¥179,000 

8週 ¥258,000 ¥274,000 ¥284,000 ¥308,000 ¥334,000 ¥358,000 

12週 ¥387,000 ¥411,000 ¥426,000 ¥462,000 ¥501,000 ¥537,000 

16週 ¥511,000 ¥543,000 ¥563,000 ¥611,000 ¥663,000 ¥711,000 

20週 ¥635,000 ¥675,000 ¥700,000 ¥760,000 ¥825,000 ¥885,000 

24週 ¥759,000 ¥807,000 ¥837,000 ¥909,000 ¥987,000 ¥1,059,000 
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9-3.費用詳細

留学費用：授業料＋寮費(3食込)
基本となる料金です。まずはレッスンコース、留学期間、お部屋タイプを選択してください。 ※原則日曜日入寮・土曜日退寮です。

※長期割引後の価格

コース名 期間

3人部屋B

（窓あり, 

2段ベッド)

3人部屋A

(窓あり)

2人部屋B

(窓なし)

2人部屋Ａ

(窓あり)

1人部屋Ｂ

(窓なし)

1人部屋Ａ

(窓あり)

TOEIC

コース

1週 ¥41,100 ¥43,500 ¥45,000 ¥48,600 ¥52,500 ¥56,100 

2週 ¥75,400 ¥79,800 ¥82,600 ¥89,200 ¥96,300 ¥102,900 

3週 ¥108,000 ¥114,300 ¥118,300 ¥127,700 ¥137,900 ¥147,400 

4週 ¥137,000 ¥145,000 ¥150,000 ¥162,000 ¥175,000 ¥187,000 

8週 ¥274,000 ¥290,000 ¥300,000 ¥324,000 ¥350,000 ¥374,000 

12週 ¥411,000 ¥435,000 ¥450,000 ¥486,000 ¥525,000 ¥561,000 

16週 ¥543,000 ¥575,000 ¥595,000 ¥643,000 ¥695,000 ¥743,000 

20週 ¥675,000 ¥715,000 ¥740,000 ¥800,000 ¥865,000 ¥925,000 

24週 ¥807,000 ¥855,000 ¥885,000 ¥957,000 ¥1,035,000 ¥1,107,000 

Business English

コース

1週 ¥33,600 ¥36,000 ¥37,500 ¥41,100 ¥45,000 ¥48,600 

2週 ¥61,600 ¥66,000 ¥68,800 ¥75,400 ¥82,500 ¥89,100 

3週 ¥88,300 ¥94,600 ¥98,600 ¥108,000 ¥118,200 ¥127,700 

4週 ¥112,000 ¥120,000 ¥125,000 ¥137,000 ¥150,000 ¥162,000 

8週 ¥224,000 ¥240,000 ¥250,000 ¥274,000 ¥300,000 ¥324,000 

12週 ¥336,000 ¥360,000 ¥375,000 ¥411,000 ¥450,000 ¥486,000 

16週 ¥443,000 ¥475,000 ¥495,000 ¥543,000 ¥595,000 ¥643,000 

20週 ¥550,000 ¥590,000 ¥615,000 ¥675,000 ¥740,000 ¥800,000 

24週 ¥657,000 ¥705,000 ¥735,000 ¥807,000 ¥885,000 ¥957,000 
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9-4.費用詳細

留学費用：授業料＋寮費(3食込)
基本となる料金です。まずはレッスンコース、留学期間、お部屋タイプを選択してください。 ※原則日曜日入寮・土曜日退寮です。

※長期割引後の価格※TOEFL, IELTSコースは4週間からのお申込みとなります

コース名 期間

3人部屋B

（窓あり, 

2段ベッド)

3人部屋A

(窓あり)

2人部屋B

(窓なし)

2人部屋Ａ

(窓あり)

1人部屋Ｂ

(窓なし)

1人部屋Ａ

(窓あり)

TOEIC & Business
コース

1週 ¥46,200 ¥48,600 ¥50,100 ¥53,700 ¥57,600 ¥61,200 

2週 ¥84,700 ¥89,100 ¥91,900 ¥98,500 ¥105,600 ¥112,200 

3週 ¥121,300 ¥127,600 ¥131,600 ¥141,000 ¥151,200 ¥160,700 

4週 ¥154,000 ¥162,000 ¥167,000 ¥179,000 ¥192,000 ¥204,000 

8週 ¥308,000 ¥324,000 ¥334,000 ¥358,000 ¥384,000 ¥408,000 

12週 ¥462,000 ¥486,000 ¥501,000 ¥537,000 ¥576,000 ¥612,000 

16週 ¥611,000 ¥643,000 ¥663,000 ¥711,000 ¥763,000 ¥811,000 

20週 ¥760,000 ¥800,000 ¥825,000 ¥885,000 ¥950,000 ¥1,010,000 

24週 ¥909,000 ¥957,000 ¥987,000 ¥1,059,000 ¥1,137,000 ¥1,209,000 

TOEFL

または

IELTS

コース

1週 ¥44,700 ¥47,100 ¥48,600 ¥52,200 ¥56,100 ¥59,700 

2週 ¥82,000 ¥86,400 ¥89,200 ¥95,800 ¥102,900 ¥109,500 

3週 ¥117,400 ¥123,700 ¥127,700 ¥137,100 ¥147,300 ¥156,800 

4週 ¥149,000 ¥157,000 ¥162,000 ¥174,000 ¥187,000 ¥199,000 

8週 ¥298,000 ¥314,000 ¥324,000 ¥348,000 ¥374,000 ¥398,000 

12週 ¥447,000 ¥471,000 ¥486,000 ¥522,000 ¥561,000 ¥597,000 

16週 ¥591,000 ¥623,000 ¥643,000 ¥691,000 ¥743,000 ¥791,000 

20週 ¥735,000 ¥775,000 ¥800,000 ¥860,000 ¥925,000 ¥985,000 

24週 ¥879,000 ¥927,000 ¥957,000 ¥1,029,000 ¥1,107,000 ¥1,179,000 
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10.費用詳細(現地費用)

その他諸費用
その他授業料・寮費以外にかかる諸費用一覧です。

※現地実費費用は、急激な為替変動その他諸状況により変更になる場合があります。

※現地での手続きに証明写真（5cm×5cm 白背景）が2枚必要となります。（31日以上滞在の場合はVISA申請毎に1枚追加で必要となります）

証明写真は現地で撮影することも可能です(80ペソ)。

その他の費用

(日本にてお支払い)

入学登録金 15,000円

延泊費用
1泊あたり
1人部屋2,000円、2人部屋1,500円、3人部屋1,000円

※日曜入寮・土曜退寮以外でご滞在の方。

空港ピックアップ 無料 （お迎えのみ）

現地実費費用

(現地学校にてお支払い)

SSP発行費 6,500ペソ(６ヵ月間有効)

外国人登録身分証明カード

（ACR I-CARD）
3,000ペソ(フィリピンに60日を越える滞在の場合)

VISA延長費

(30日以内のご滞在の方は不要)

・初回 3,640ペソ(入国から59日まで) 

・2回目 4,910ペソ(1回目+30日)

・3回目 2,940ペソ(1回目+2回目+30日)

※以降はお尋ねください

学生ID 50ペソ（1週間の方は不要）

教材費 約1,200ペソ /4週 - 使用する教材により異なります

水道代 1日10ペソ（1人あたり）

電気代 メーター精算約400～500ペソ/1週間

寮保証金＋鍵保証金 2,000＋500ペソ(帰国時返金いたします)
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キャンセル申込み時点 寮費 授業料

出国前
出国2週間前まで 全額払い戻し 全額払い戻し

出国2週間未満 １週間分を差し引いた全額払い戻し 全額払い戻し

出国後

研修期間の25%以内 残余期間総費用の40%払い戻し(週単位計算)

研修期間の50%以内 残余期間総費用の20%払い戻し(週単位計算)

研修期間の50%以上 払い戻しなし

備考

・入学金と滞在手配料はお申し込み後、キャンセルお申し出時に関わらず払い戻し致しません。
・ご自身の都合による授業不参加・遅刻・欠席の場合は払い戻しや再授業は致しません。
・ 本人の病気、あるいは直系親族の病気など、研修中止がやむをえない場合には、中止時点に関わらず、

残余期間に対する授業期間の50％を払い戻しいたします。(この場合、学校長の認証および医師の診断書の提出が
必要です。）※研修期間が4週以下の場合は払い戻しはありません。

・本校の規定を破り退校処分になった場合、修了予定期間に関わらず払い戻しはありません。
・本校外で起きた事由および天災地変(台風,停電,地震、他)等の不可抗力事由による休講については

本校の免責事項となります。
・払い戻しの起算日はお申し出受付の翌日から算定となります。
・ 返金は帰国後1ヶ月以内にUBECより支払われます。

11.払い戻し規定

払い戻し規定
キャンセル時の払い戻し規定詳細。
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