
フィリピンの語学学校 CELLA オンライン英語留学

●フィリピン人講師による英語レッスンは、個々のレベルに合わせたマンツーマンレッスン。

●9：00～22：00の間にレッスンが開始できるので、学生さんでも社会人の方も受講できます。

●これから必要とされるオンラインでのコミュニケーションスキルが身に着けられます。

◆CELLAの紹介
　　フィリピンのセブ島にある語学学校。
　　笑顔で親しみやすい講師陣はオンラインでのレッスンの
　　訓練をしっかり受けた方ばかり。
　　インターネット回線は安定しているので、レッスン中に
　　不具合が起きる心配はありません。

◆概要
　　・申込締切：開始の1週間前まで
　　・開始日　：毎週月曜日
　　・環境　　：パソコンまたはタブレット
　　・アプリ　：ZOOM
　　・授業時間：9:00～23:00(日本時間)
　　・最少年齢：6歳
　　・修了証明書が発行されます

格安のマンツーマンレッスン！ 9:00∼22:00好きな時間に開始できる！

◆コース紹介１

期間 1コマ 日数
1日の
コマ数

BASIC

一般英語
TOEIC
IELTS
ビジネス

4週間
以上

25分
50分

週2日
週3日
週5日
(平日)

1コマ

週5日
(月～金)

2コマ
4コマ
6コマ

週2日
(土日)

2コマ
4コマ
6コマ

EXPRESSER 一般英語
1週間
2週間

50分
週6日
(月～土)

8コマ

・毎週2回のカウンセリング
　　日本人スタッフ、講師
・英文添削サービス
・オンライン交流会
・受講レポート(事前申請が必要)

ポイント

一般英語は4技能(スピーキン
グ、リスニング、リーディン
グ、ライティング)＋ボキャブラ
リー、文法を学びます。希望に
よりどの分野を多くするかなど
時間割を変更できます。

50分

コース名

PREMIUM

一般英語
TOEIC
IELTS
ビジネス

1週間
以上

お仕事や学校と両立したい方にお薦め
のコース。

・毎週水曜日にカウンセリング
　　奇数週：日本人スタッフと
　　偶数週：講師と
・英文添削サービス
・オンライン交流会
・4週間ごとにプログレステスト
・受講レポート

英文添削サービス

講師から出されるテーマ、または自分で選んだテーマ

(作文や履歴書など)で書いた英文を週に1つ添削します。

PREMIUMコース＆EXPRESSERコース

充実の無料オプション！

講師が開催するオンライン交流会

CELLAの学生と会話ができるチャンス！

無料の体験レッスン！

いきなり申込みはちょっと、という方は無料の体験レッスンに

お申込みください。50分1コマまたは25分2コマから選べます。

こちらのQRコードよりお申込みください。

希望のコースや希望の受講日などを予

めお決めください。

使用教材の例

CELLAの学生と会話ができるチャンス！

毎週水曜日13:00からまたは21:00からの30分間。

めお決めください。



◆コース紹介２ 留学や仕事で必要な英語をしっかり学びたい方のためのコースです。

◆料金表

BASICコース 登録料：\5,500　　海外送金手数料：\5,500

1日 時間 1週間 4週間 8週間 12週間 4週間 8週間 12週間

2コマ ¥4,950 ¥9,900 ¥14,850 ¥6,600 ¥13,200 ¥19,800

3コマ ¥6,600 ¥13,200 ¥19,800 ¥8,250 ¥16,500 ¥24,750

5コマ ¥9,900 ¥19,800 ¥29,700 ¥11,500 ¥23,100 ¥34,650

2コマ ¥8,800 ¥17,600 ¥26,400 ¥12,100 ¥24,200 ¥36,300

3コマ ¥12,100 ¥24,200 ¥36,300 ¥15,400 ¥30,800 ¥46,200

5コマ ¥18,700 ¥37,400 ¥56,100 ¥22,000 ¥44,000 ¥66,000

PREMIUMコース　しっかり勉強したい方に！ 登録料：\16,500　　海外送金手数料：\5,500

時間 1日 1週間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間

2コマ 10コマ ¥15,840 ¥23,760 ¥31,680 ¥39,600 ¥79,200 ¥17,600 ¥26,400 ¥35,200 ¥44,000 ¥88,000

4コマ 20コマ ¥30,800 ¥46,200 ¥61,600 ¥77,000 ¥154,000 ¥34,320 ¥51,480 ¥68,640 ¥85,800 ¥171,600

6コマ 30コマ ¥43,560 ¥65,340 ¥87,120 ¥108,900 ¥217,800 ¥49,280 ¥73,920 ¥98,560 ¥123,200 ¥246,400

2コマ 4コマ ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 ¥23,100 ¥46,200 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120 ¥26,400 ¥52,800

4コマ 8コマ ¥18,040 ¥27,060 ¥36,080 ¥45,100 ¥90,200 ¥19,360 ¥29,040 ¥38,720 ¥48,400 ¥96,800

6コマ 12コマ ¥25,520 ¥38,280 ¥51,040 ¥63,800 ¥127,600 ¥26,840 ¥40,260 ¥53,680 ¥67,100 ¥134,200

一般英語/ジュニア IELTS/TOEIC/ビジネス

月～金

土日

一般英語/ジュニア IELTS/TOEIC/ビジネス

1コマ
25分

1コマ
50分

1コマ月～金

1コマ
50分

IELTS
実践的なIELTSの問題の解き方のコツを

学びます。ライティングの添削など点数の

取れる表現も教えてくれます。

TOEIC
TOEICのテスト形式に準じたレッスンで問題に

慣れていきながら、解き方のコツを学びます。

ビジネス
電話応対、E-Mail、会議、プレゼン、交渉など、

ビジネスの現場で役立つ英語を学びます。

オススメは

PREMIUMコース！

お仕事や学校と両立した

い方にはBASICコース！

EXPRESSERコース　超集中コース！ 登録料：\16,500　　海外送金手数料：\5,500

時間 1日 1週間 1週間 2週間

月～土
1コマ
50分

8コマ 40コマ ¥63,800 ¥107,800 12/20と12/27の週のみ1週間当たり\8,250の追加料金がかかります。

◆キャンセル規程
・受講開始前日の解約：登録料と海外送金手数料の返金はありません。授業料は100%返金します。

・受講開始後、申込み期間の50%に満たない場合の解約：残余期間の授業料の25%を返金します。

・受講開始後、申込み期間の50%を過ぎていた場合の解約：残余期間の授業料の返金はありません。

 (株)インターサポート　　　　宮城県知事登録旅行業3-234号
 〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館ビル3F
 Tel: 022-214-6115　 Fax: 022-214-6117　 E-mail: info@ispt.co.jp
 営業時間：平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み

Q&A

Q．英語は初級レベルでも大丈夫ですか？

A.問題ありません。レッスン変更の連絡などは日本人スタッフ

が対応します。

Q．延長はできますか？

A．できます。延長する1週間前までにお知らせください。登録

料はかかりませんが、海外送金手数料がかかります。

Q．レッスンはすべて同じ先生ですか？

A．日4コマ以上の場合、複数で担当します。1日3コマまでの場

合は基本同じ講師です。

Q．レッスン時間は変更できますか？

A．できます。レッスン時間の4時間前までに連絡が必要です。

ホームページ 公式LINE

お友だち登録を

してお問合せく

ださい！

インスタグラム お申込み

コースが決まっ

たらこちらから

申込み！

 営業時間：平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み
 取り扱いプログラム：語学留学、大学留学、休学留学、高校留学、資格取得留学、

　　 ワーキングホリデー、インターンシップ


