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１. 持ち物 

□パスポート 
期限が６か⽉以上あるもの（紛失時に備えて、パスポートのコピーと、２×２の写真を数枚⽤意していただ 

けますようお願い致します）。 

□航空券 
フィリピン⼊国時のものだけでなく、フィリピン出国時のチケットも必要です。 

□ATM 
クレジットカード（VISA、Mastercard）、国際キャッシュカード（PLUS、CIRRUS）、デビットカード。 

□海外保険 
フィリピンでは、 渡航後数週間で体調を崩す⽅が少なからずいらっしゃいます。そうした時の病院にかか 

る費⽤はもちろん、パソコンやスマホを紛失した場合にもお⾦が戻ってきますので、加⼊されることをオス 

スメします。 

□⾐類 
上着（パーカー、ジャケット等）、ジャージ、サンダル等のリラックスできる服、⽔着 

□電⼦辞書 
教室内では Wi-fi 使⽤ができません。電⼦辞書もしくは、携帯のオフライン辞書（Merriam-Webster 等）。 

□必要必需品 

薬、洗⾯⽤具、化粧品等は⽇頃使⽤しているものの持参をオススメします。⽇本製品は置いていな 

かったり、⾼い場合があります。 

□勉強道具 
クラスでは、学校の教科書（英語表記のみ）を使いますが、⽂法の本など、各⾃で⾃習時間に使⽤したいも 

のは持参をお願い致します（授業内では、⽇本語解説の本使⽤は控えて頂けますようお願い致します）。 
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２-１. ピックアップから⼊学⽇までの流れ 

□ピックアップ 

詳しくは、別紙「BESAマニラ空港団体ピックアップガイド」をご参照ください。 

上記資料内に記載している⽇にちに到着されない場合は、個⼈ピックアップをご利⽤していただく形とな 

り、下記各ターミナルのピックアップポイントに集合をお願い致します（詳しくは、申込時に代理店様、もし 

くは、弊校にお問い合わせください）。 

１. ターミナル１ 

DUTY FREE（免税店前） 

アライバルエリアから外に出ていただくと、写真１のような横断歩道がありますので、そこを渡っていただ

いた後、写真２の表⽰板の場所で右折、写真３のスロープを降りて左折すると、写真４の DUTY FREE に到着

します。 

１.  ２.   

      ３.   ４.  
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２. ターミナル２ 

BAY１９近くの Jolibee 前 

アライバルエリアから外に出ていただくと写真１のような BAY エリアがあります。下記写真の１から５の 

順で、出⼝から右に向かって歩くと Jolibee がありますので、その前が集合場所となります。 

１.    ２.  

３.      ４.  

５.   
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３. ターミナル３ 

 BURGER KING（バーガーキング）前 

EXIT を出て、右に進んで頂くと写真１のような表⽰版が⾒えます。それを超えると BURGER KING（バーガ 

ーキング）がありますので、その前が集合場所となります（アライバルエリア内）。 

１.   ２.  

 

□緊急の場合 

・⾶⾏機が遅れた … 

スタッフが運⾏状況をチェックしているので到着時間に合わせてお待ちしております。 

・ピックアップの時間に間に合わない… 

ピックアップした⽣徒様⽅は先にバンでバギオへ向かいます。スタッフが空港内で待機しておりま 

すので、到着後にタクシーとバスを使ってバギオへと向かいます。 

・⽣徒様⾃ら⾏動することは絶対に避けてください︕ 

空港周辺の渋滞等でピックアップが遅れる場合がございます。電波等で連絡のつかないことも考え 

られますので、⾶⾏機到着後は上記のピックアップ場所での待機をお願い致します。タクシーで 

バスターミナルに⾏く等の⾏動は避けてください。 
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□到着後のスケジュール 

１.⽇曜⽇ 

昼⾷後（⾷事時間帯は３.校内ルールの６.⾷事を参照）、１：００PM にショッピングモールに⽇⽤品の買 

い出し 

２.⽉曜⽇ 

９：００AM 〜１１：５０AM  レベルテスト、インタビュー（B５階ダイニングエリア） 

              ※パスポートの持参をお願い致します。 

１：００PM〜２：００PM  レベルテスト 

２：００PM〜 オリエンテーションクラス 

                           ※講師から英語で⾏います。 

３. ⽕曜⽇ 

     授業開始 
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２-２. 帰国時の流れ 

         

 

□⾼速バス（Joybus）の予約 
帰国約２週間前にバスの予約をお願い致します。 

Joybus station とタクシードライバーに⾔えば伝わります。 

 

 

 

 

名前、出発地、⽬的地（NAIA ターミナル３）、⽇にち、時間を
記載します。（夜間発の便は約５時間、⽇中発の便は渋滞の場合
に約８時間かかることもあるので余裕を持って予約しましょう） 

 

 

左がチケットです。⽇にち、時間が正しいか確認しましょう。
出発当⽇は、30 分前にチケット売り場前でバスを待っているこ
とが望ましいです。 
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３. 校内ルール 

□ 授業 
・⽣徒の滞在週数、⼊学⽇に関わらず、学校が定めるスケジュールの通りにプログラムを進⾏致します（祝 

   ⽇・ターム最終試験⽇等）。 

・１ターム（１期）は２０⽇間（最低１８⽇間）で構成されますが、こちらは、⽣徒様の滞在期間ではな 

 く、学校タームに基づきます。最低授業⽇数を満たせない場合は、メイクアップクラスで授業数を補填致 

 します。 

・授業スケジュール、また、それに伴う講師はターム毎に⾏われます。 

・グループ授業からマンツーマン授業への変更は基本的には⾏っておりませんが、変更を希望される場合は 

  ４０００ペソの追加料⾦が必要となります。 

・マンツーマン授業の追加は、下記の通り、追加料⾦が必要となります。 

    - ESL Flexible：６,０００ペソ 

- IELTS / IELTS 体験 / 海外就職・ワーホリ準備 / TOEIC / TOEFL：７,０００ペソ 

・ターム最終⽇の試験には、全⽣徒参加義務がございます（⽋席した場合には次タームのスケジュール変更 

   希望等を受理できない場合がございます）。 

 

１. 出席 

・病気等で授業を⽋席される場合、アブセンスフォームへの記⼊が必要です（病状を記⼊後、⽋席する講 

    師のサインをもらい、受理となります）。 

・授業開始時間から３分遅れた場合は遅刻とみなされます（３回の遅刻は、１回の無断⽋席と換算）。 

・授業開始時間から１５分遅れた場合は無断⽋席とみなされ、同時間の授業を受けることができません。無 

 断⽋席３回、もしくは、無断⽋席２回＋⽋席６回された場合、当該授業はターム終了まで受けることがで 

   きません。 

 ※４度⽬のアブセンスフォームは、医師の診断書がない限り無断⽋席の扱いとなります（状況次第で対 
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      応）。 

 

２. 教科書 

・⽣徒は、教科によってテキストの購⼊をして頂きます（購⼊後の返品、返⾦は承っておりません）。 

・授業開始後、同週の⽊曜⽇まで教科書の変更が可能です（教科書に記⼊されていないことが条件となりま 

   す）。 

・授業内で、英語+⺟国語が記載されたテキストの使⽤はお断りしております（⾃習時間は使⽤頂いて構い 

 ません）。 

・リスニング等のオーディオファイルをリクエストする場合は、レッスン後もしくは、卒業前のみ可能で 

   す。 

 

３. Wi-fi 

寮内、ダイニングエリアのみ使⽤可となっております（クラスルームでの使⽤はできません）。  

 

４. 講師・クラス等に関するリクエスト 

・全てのリクエストは⽤紙記⼊をして初めて検討されます。 

・学校が定めるターム・スケジュール状況に基づいてリクエスト受理可否を決定致します。 

・講師・科⽬の変更は、ターム開始１週⽬のみ可能となっております。 

・学校に直接申し出されないリクエスト（代理店を通したリクエスト等）は受理され兼ねます。 

・⽣徒は、ターム 3 週⽬に講師評価シートを渡され、同シート内各項⽬に講師や科⽬に関する評価、リクエ 

   ストを記⼊頂きます。講師評価とリクエスト等に⽭盾が⾒られる場合、リクエストは受理できない場合が 

   ございます。 

・プリントアウト：テキストのみのもの - ２ペソ / ページ 

                             写真付きのもの - 5 ペソ / ページ 

 

５. コース変更 

・弊校のターム（各 4 週間）に基づき変更可能となります。ターム終了の 2 週間前までにリクエストを頂け 

   ましたら、翌タームよりコース変更が適⽤されます。 
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・授業料は 1 週間単位でお出しします。 

・テスト科⽬受講の際は、ターム最終⽇に⾏われるアセスメントテストの結果に基づき、変更可否を判断致 

   します。変更可能と判断された場合、翌週に授業料のお⽀払いをして頂きます。 

 

 

□ 寮規則 

１. 部屋 

 ・部屋清掃は週 2 ⽇⾏われます（ゴミ回収は平⽇毎⽇）。 

・シーツ、枕カバーは１週間に１回、ブランケットカバーは２週間に１回交換されます。 

 ※上記以外での交換を希望する際にはアイテム毎に３５０ペソ、また、破損等した際にはペナルティとし 

  て５００〜１５００ペソを頂戴致します。 

 

２. 洗濯 

・⽉、⽔、⾦の３⽇（２⽇後に返却） 

   〜１２：００PM ‒ ダイニングエリア（B５階）まで⾐類をお持ち頂き、ランドリー⽤紙に必要事項を記 

   ⼊、その後、スタッフが回収致します。 

      ※利⽤⽅法の⼿順、洗濯物の紛失・破損等に関しましては、学校到着後に説明がございます。 

・１２kg 無料 / ターム 

   ※ランドリーチケットは返⾦不可能、他⼈への譲渡不可能。 

・ドライクリーニング、シューズ、バッグ等は追加料⾦がかかります（値段はアイテム次第）。   

  

３. ⽔道光熱費 

各部屋の毎⽉の使⽤量によって変わります。 

 

４. 外出、旅⾏ 

・⾨限：⽇曜〜⽊曜⽇ ‒ １０：００PM 

    ⾦、⼟曜⽇ ‒ 翌⽇ ３：００AM（祝前⽇は、週末に関わらず左記⾨限となります） 

    ※外出は６：００AM から可能 
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・翌⽇授業 ：外出⽇翌⽇の授業を⽋席された場合、下記ペナルティとなります。 

      １時間（９：００AM〜１０：００AM）- ５００ペソ 

      ２時間（９：００AM〜１１：００AM）- １０００ペソ 

   １⽇（９：００AM〜６：００PM）- ４０００ペソ 

※18 歳未満の場合、平⽇は外出禁⽌となります（スタッフ、もしくは、20 歳以上の⽣徒が同⾏し、⽇⽤品 

   買出し等の場合のみ外出可）。⼟⽇祝⽇は、６：００PM まで外出可能となります（1 ⼈での外出も可能 

   ですが、スタッフへの申し出要。場所によっては許可しない場合もございます）。 

 

５. 旅⾏ 

 週末、旅⾏に⾏かれる際には、最低１週間前に旅⾏計画書の提出が必要です。 

 ※天候、治安等の状況によって、認められない場合がございます。また、認められていないにも関わらず  

  旅⾏を強⾏した⽣徒は退学の対象となります。 

 

６. ⾷事 

平⽇（⽉〜⾦）：３⾷、休⽇（⼟、⽇、祝）：２⾷ 

朝⾷ ‒ ７：３０〜８：５０AM 

昼⾷ ‒ １１：５０AM〜１２：５０PM 

⼣⾷ ‒ ５：５０〜６：５０PM （ダイニングエリア） 

・休⽇は、⾷事希望をリストに記⼊頂くシステムとなってなります。 

 ⾦ディナー・⼟ランチ・⼟ディナー・⽇ランチ・⽇ディナーの中で⾷べたい分の時間帯の欄にサインをし 

   て頂きます。（ランチ - １０：３０AM まで、ディナー ‒ ３：３０PM まで） 

 ※記⼊頂いたにもかかわらず⾷事をスキップされた場合、翌週の同時間帯は⾷事の提供をお断りする場合 

       がございます。 

 

７. 貴重品 

貴重品は、各部屋に設置されている⾦庫に⼊れて管理して頂きます。学校側は、紛失・盗難に関する責任は 

負いかねます。 
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 8. 罰則（退学） 

１. 異性の部屋への⼊室：2 回⽬の時点で退学となります。 

２. 酒類の持ち込み、または飲酒：２回⽬の時点で退学となります。 

３. 館内での喫煙：２回⽬の時点で退学となります（喫煙場所でのみ可能となります）。 

４. ⾨限：３回⽬のオフェンスは退学となります。 

※上記 1〜４の各項⽬計６回のオフェンスも退学対象となります。 

５. 受講中授業数の５０％受講不可能（Drop Out）となった場合は退学となります。 

６. 校内での暴⼒⾏為、または、⾔動やその他⾏為において、学校、教師、⽣徒にダメージを負わせた場

合、退学となります。 

 

□ 送⾦  

１. ⼊学⾦ 

・ お申し込みが確定した段階で、⽣徒より⼊学⾦($100)を代理店にお⽀払い頂きます。 

 

２. プログラム料⾦（授業料＋宿泊費⽤＋⾷費） 

・⽣徒から代理店⼝座への送⾦：⽣徒渡航⽇ から数えて３週間前までが送⾦期限となっております。 

・代理店から弊校⼝座への送⾦：⽣徒渡航⽇ から数えて１週間前までが送⾦期限となっております。 

・送⾦確認の為、代理店から弊校⼝座への送⾦後にデポジットスリップのスキャン・写真・データいづ 

 れかをご提⽰頂きます。 

・代理店から弊校⼝座への授業料送⾦が確認できた後に、⼊学許可証の発⾏を致します。 

・⽣徒渡航⽇３週間前までに、⽣徒より代理店⼝座への送⾦が確認できない場合、お部屋のキャンセル 

をお願いする場合がございます。 

・プログラム料⾦のお⽀払いが確認できない場合、⽣徒様のご⼊学、継続を拒否させて頂く場合がござ 

     います。 

 

□ キャンセル、返⾦ 

１. 渡航前 
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・渡航⽇から３週間以前にキャンセルした場合、全額返⾦致します。 

・渡航⽇から３週間以降にキャンセルした場合、プログラム料⾦から＄２００を差し引いた⾦額を返⾦ 

    致します。 

 

２. 渡航後 

・４週間でお申し込み頂いた⽅の返⾦は致しかねます。 

・渡航後３週間以内にキャンセルされる場合、残りの滞在週数から５０%差し引いた⾦額を返⾦致しま 

    す。 

・VISA、SSP、ACR-I Card 等の滞在⼿続きを⾏ったものについては返⾦不可能となります。 

・⽔道光熱費は、残りの滞在週数から計算し、未使⽤分を全額返⾦致します。 

・デポジットは備品の損傷等がない場合、全額返⾦致します。 

 

３. 渡航後コース変更時 

・⽣徒の都合により、授業料の⾼いプログラムから、授業料の低いプログラムに変更される場合の返⾦ 

 は致しかねます。 

・⽣徒のレベルによって、プログラムの授業進⾏困難と判断した場合には、代理店・⽣徒にコース変更 

を依頼する場合がございます。承諾後、渡航から 3 週間以内にコース変更の場合、授業料差額分は 

代理店負担とさせて頂きます。 

 

４. その他の場合 

・健康状態により早急な治療が必要な場合や、親族の急死等が要因の場合は、残りの滞在週数から 

    ５０％を差し引いた⾦額を返⾦致します。 

※下記項⽬を理由として帰国される場合の返⾦は致しかねます。 

渡航後３週間以降のキャンセル、メンタルヘルス、環境による軽症と判断できるアレルギー・病気、 

代理店からの割引を適⽤された⽅、退学した⽅。 

※病気等でご帰国される場合には、医療診断書の提⽰を求める場合がございます。 

 

５. 返⾦の流れ 
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・返⾦⽤紙（リファンドフォーム）を記⼊頂いてから３０⽇以内に、プログラム料⾦のうちの返⾦分を 

    ⽣徒の銀⾏⼝座に⼊⾦致します。学校 → 代理店 → ⽣徒の流れで返⾦が⾏われます。 

・現地費⽤（VISA 延⻑費⽤、⽔道光熱費、デポジット等）に関しては、学校より直接返⾦を⾏います。 

 

□ビザ延⻑ 
 ⽣徒は、領収書を受け取った後、ビザ満期２⽇前までに必要費⽤を⽀払う必要があります（ ⽀払いが遅 

れた場合には、１,２１０ペソの罰⾦）。 

※移⺠局の⽅針により⾦額が上下する場合がございます。 

 

□ 祝⽇ 
祝⽇はフィリピンのカレンダーに沿うため、⼤統領のアナウンスによって祝⽇⽇程が変わる等の可能性がご

ざいます。 

 

□ EOP（English Only Policy） 
9:00AM ~ 6:00PM（ランチタイム-12:00~1:00PM を除く） 

上記時間帯に英語以外の⾔語を使われた場合には罰⾦１００ペソを徴収致します。 
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４. 学校情報 

□住所 

#4 Bukaneg Street, Baguio City, the Philippines 2600 (B4, WALES, The zonevill 
condominium)  

□ウェブサイト 

 www.walesph.com  

□メールアドレス 

 walesphjp@gmail.com   

□連絡先 

- ⾦⼦ 遼平 ( ⽇本語対応 ) : +63-945-823-7967 

- Justin Shim (代表) : +63-977-823-9572  

□メッセンジャー 

 - LINE ID : kanekokaneko228 / walesph 

  - Kakao Talk ID : kanekokaneko228 / walesph 

  - Skype ID : kanekoryohei1992 / walesph 


