
Program Dorm 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
学⽣寮1⼈部屋 $620 $880 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
学⽣寮2⼈部屋 $620 $760 $1,380 $2,760 $4,140 $5,520 $6,900 $8,280
学⽣寮3⼈部屋 $620 $640 $1,260 $2,520 $3,780 $5,040 $6,300 $7,560
学⽣寮4⼈部屋 $620 $470 $1,090 $2,180 $3,270 $4,360 $5,450 $6,540
学⽣寮6⼈部屋 $620 $350 $970 $1,940 $2,910 $3,880 $4,850 $5,820

Program Dorm 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
学⽣寮1⼈部屋 $800 $880 $1,680 $3,360 $5,040 $6,720 $8,400 $10,080
学⽣寮2⼈部屋 $800 $760 $1,560 $3,120 $4,680 $6,240 $7,800 $9,360
学⽣寮3⼈部屋 $800 $640 $1,440 $2,880 $4,320 $5,760 $7,200 $8,640
学⽣寮4⼈部屋 $800 $470 $1,270 $2,540 $3,810 $5,080 $6,350 $7,620
学⽣寮6⼈部屋 $800 $350 $1,150 $2,300 $3,450 $4,600 $5,750 $6,900

Program Dorm 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
学⽣寮1⼈部屋 $890 $880 $1,770 $3,540 $5,310 $7,080 $8,850 $10,620
学⽣寮2⼈部屋 $890 $760 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
学⽣寮3⼈部屋 $890 $640 $1,530 $3,060 $4,590 $6,120 $7,650 $9,180
学⽣寮4⼈部屋 $890 $470 $1,360 $2,720 $4,080 $5,440 $6,800 $8,160
学⽣寮6⼈部屋 $890 $350 $1,240 $2,480 $3,720 $4,960 $6,200 $7,440

Program Dorm 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
学⽣寮2⼈部屋 $620 $760 $1,380 $3,300 $4,950 $5,520 $6,900 $8,280
学⽣寮3⼈部屋 $620 $640 $1,260 $3,060 $4,590 $5,040 $6,300 $7,560
学⽣寮4⼈部屋 $620 $470 $1,090 $2,720 $4,080 $4,360 $5,450 $6,540
学⽣寮6⼈部屋 $620 $350 $970 $2,480 $3,720 $3,880 $4,850 $5,820

1週間 2週間 3週間
学⽣寮1⼈部屋 $720 $1,250 $1,520
学⽣寮2⼈部屋 $670 $1,140 $1,360
学⽣寮3⼈部屋 $650 $1,100 $1,300
学⽣寮4⼈部屋 $630 $1,060 $1,240
学⽣寮6⼈部屋 $550 $970 $1,150

$120 SSP

$10 ACR-Iカード費

$50 教材代⾦

学⽣IDカード発⾏費

電気代

⽔道代

管理費⽤

寮デポジット費

追加授業費

ビザ代⾦

（マンツーマン授業50分×6コマ＋グループ授業50分×2コマ＋ナイトアクティビティ3時間）
 TOEIC 準備コース/IELTS準備コース

（マンツーマン授業50分×4コマ＋グループ授業50分×3コマ＋ナイトアクティビティ3時間）

TOEICスコアアップ保証コース / IELTSスコアアップ保証コース

2,000ペソ ※学校規則を守った⽅は卒業時返⾦

Junior コース
幼稚園児（マンツーマン授業50分×2コマ＋グループ授業50分×6コマ), ⼩学⽣（マンツーマン授業50分×5コマ＋グループ授業50分×3コマ)

Junior 保護者コース
（マンツーマン授業50分×3コマ＋グループ授業50分×1コマ)

GITC 料⾦表 (2018. 6.12)

スタンダードコース
（マンツーマン授業50分×4コマ＋グループ授業50分×3コマ＋ナイトアクティビティ3時間）

プレミアムコース

（マンツーマン授業50分×5コマ＋グループ授業50分×3コマ＋ナイトアクティビティ3時間）

24週間

学⽣寮3⼈部屋
学⽣寮4⼈部屋
学⽣寮6⼈部屋

カスタマイズコース
（マンツーマン授業50分×8コマ＋ナイトアクティビティ3時間）

USD
学⽣寮1⼈部屋
学⽣寮2⼈部屋

5,000ペソ⼊学⾦

3,000ペソ(60⽇以上滞在する場合のみ必要)

ピックアップ費⽤(往復)

その他の費⽤その他の費⽤

1800ペソ/4週間

平⽇:100ドル/4週 休⽇:500ペソ/コマ(1コマ50分)

期間による

IELTS点数保証コース

$10,080
$9,360
$8,640
$7,620
$6,900

200〜250ペソ/1冊    (滞在期間、コース、レベルによる)

海外送⾦料

300ペソ

平均500ペソ（使⽤量に応じて変動）/４週間

700ペソ/４週間

（現地にて⽀払い）（⽇本にて⽀払い）



 1週間 2週間 3週間 4週間 1週間 2週間 3週間 4週間

学⽣寮1⼈部屋 $600 $975 $1,275 $1,500 学⽣寮1⼈部屋 $672 $1,092 $1,428 $1,680

学⽣寮2⼈部屋 $552 $897 $1,173 $1,380 学⽣寮2⼈部屋 $624 $1,014 $1,326 $1,560

学⽣寮3⼈部屋 $504 $819 $1,071 $1,260 学⽣寮3⼈部屋 $576 $936 $1,224 $1,440

学⽣寮4⼈部屋 $436 $709 $927 $1,090 学⽣寮4⼈部屋 $508 $826 $1,080 $1,270

学⽣寮6⼈部屋 $388 $631 $825 $970 学⽣寮6⼈部屋 $460 $748 $978 $1,150

1週間 2週間 3週間

学⽣寮1⼈部屋 $720 $1,250 $1,520

学⽣寮2⼈部屋 $670 $1,140 $1,360

学⽣寮3⼈部屋 $650 $1,100 $1,300

学⽣寮4⼈部屋 $630 $1,060 $1,240

学⽣寮6⼈部屋 $550 $970 $1,150

1週間 2週間 3週間 4週間 1週間 2週間 3週間 4週間

学⽣寮2⼈部屋 $660 $1,073 $1,403 $1,650 学⽣寮2⼈部屋 $552 $897 $1,173 $1,380

学⽣寮3⼈部屋 $612 $995 $1,301 $1,530 学⽣寮3⼈部屋 $504 $819 $1,071 $1,260

学⽣寮4⼈部屋 $544 $884 $1,156 $1,360 学⽣寮4⼈部屋 $436 $709 $927 $1,090

学⽣寮6⼈部屋 $496 $806 $1,054 $1,240 学⽣寮6⼈部屋 $388 $631 $825 $970

$120

$10

$50

電気代

⽔道代

管理費⽤

寮デポジット費 2,000ペソ ※学校規則を守った⽅は卒業時返⾦

追加授業費 平⽇:100ドル/4週 休⽇:500ペソ/コマ(1コマ50分)

3,000ペソ(60⽇以上滞在する場合のみ必要)

5,000ペソSSP

ACR-Iカード費

教材代⾦

学⽣IDカード発⾏費

GITC 料⾦表 (2018. 6.12)  短期留学

その他の費⽤
（⽇本にて⽀払い）

⼊学⾦

海外送⾦料

1800ペソ/4週間

期間によるビザ代⾦

平均500ペソ（使⽤量に応じて変動）/４週間

700ペソ/４週間

300ペソ

ピックアップ費⽤(往復) 200〜250ペソ/1冊   (滞在期間、レベルによる)

スタンダードコース

（マンツーマン授業50分×4コマ＋グループ授業50分×3コマ＋ナイトアクティビティ3時間）

プレミアムコース

（マンツーマン授業50分×6コマ＋グループ授業50分×2コマ＋ナイトアクティビティ3時間）

 ⼩学⽣（マンツーマン授業50分×5コマ＋グループ授業50分×3コマ)

幼稚園児（マンツーマン授業50分×2コマ＋グループ授業50分×6コマ)

Junior コース

（マンツーマン授業50分×3コマ＋グループ授業50分×1コマ)

Junior 保護者コース

カスタマイズコース

（マンツーマン授業50分×8コマ＋ナイトアクティビティ3時間）

その他の費⽤
（現地にて⽀払い）


