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１. 持ち物

□パスポート・顔写真

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）

２.５㎝×２.５㎝の写真を滞在期間に応じた枚数分ご用意していただけますようお願い致します。

　（・４～８週間滞在→２枚　・１２週間→４枚　・１６週間以上→６枚）　

□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。

□入学許可証

・バギオ入市の際に提示を求められる可能性があります。

□クレジットカード・キャッシュカード

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。

※WALESでは、旅行保険に加入することを義務化させて頂いております。

□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（現地でも購入可能）。

□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い、または、高い場
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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）。

２-１.入学後の流れ

□到着後のスケジュール

１. 日曜日

時間 内容 場所

11:50AM〜12:50PM 昼食 B3F（地下3階）カフェテリア

1:00PM〜 ショッピングモールで日用品購入・両替等 B3F（地下3階）オフィス前集合

5:50PM〜6:50PM 夕食 B3F（地下3階）カフェテリア

２. 月曜日

時間 内容 場所

8:00AM〜11:50AM レベルテスト、インタビュー

※筆記用具、パスポートの持参をお願い致します。

※SSP、VISA用の写真撮影を行います。

B3F（地下3階）Function hall

11:50AM〜1:30PM 昼食 B3F（地下3階）カフェテリア

1:30PM〜 オリエンテーション（学校ルール等説明）

※講師から英語で行います。

B3F（地下3階）Function hall
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5:50PM〜6:50PM 夕食 B3F（地下3階）カフェテリア

３.  火曜日

時間 内容 場所

8:00AM 〜 授業開始 B4F（地下4階）各クラスルーム

※生徒のスケジュールによっては時間帯が変更される可能性がございます。

※食事のスケジュールは、弊校で食事サービスを利用される生徒対象となります。

２-２. 帰国時の流れ

□マニラ空港利用の場合：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。

・オンラインで予約する場合：

　https://iwantseats.com/から予約が可能です。

・バスステーションで予約する場合：

　タクシー運転手に「Joybus station」と伝え、Genesis Busのカウンターで予約してください。
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□クラーク空港を利用する場合：

　学校スタッフまでお尋ねください。

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。

・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、

　①翌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。

　②翌タームに１度の無断欠席が加算されます。
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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、欠席するクラスを担当す

　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１０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。無断欠席を２

　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。

　※３度目以降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。

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４週目を除いた１～３週の間は可能となっております（リクエストが受理されるか否

　かは理由の内容と学校側の判断によります。）

・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、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。

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。

・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。
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６. 授業追加

　・授業追加、変更希望に関するリクエストは、実施日から数えて最低１週間前に申請をお願いします。

　・授業追加の流れ：リクエストフォーム記入→講師スケジュール確認→お支払い→実施日より授業追加。

　・グループ授業の追加は、下記の通り、追加料金が必要となります。

　　①ESL：６,５００ペソ（４週間）

　　②IELTS：７,５００ペソ（４週間）

７. その他

　・IELTSプログラム受講生徒以外の生徒がIELTS模擬試験（校内開催）を受験する場合、１５０ペソの料金がかかりま

　　す（支払い期限：試験実施１週間前）。

　・IELTS校内模擬試験

　　①IELTSプログラム受講生徒：１回 / ターム（２回を希望する場合：試験実施１週間前の申請が必要）

　　②IELTS Intensiveプログラム受講生徒：２回 / ターム

　・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

□ 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

　・洗濯サービスの利用は最低４kg / 回となります。

　　※生徒間での交換や売買は不可。

　　※洗濯物の総重量が１〜２kgの場合でもクーポン１枚を利用する形となります。５〜６kgの場合にはクーポンを２枚

　　　使用頂きます。

　・スケジュール：月・水・金　

　・受け付け時間　９：００AM ～３：００PM　
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　・受け取り時間　３：００PM～６：００PM

　　※場所はB３階になります。

　・受け付けの流れ

　　①部屋にある洗濯カゴに服をいれて、クーポンと一緒に上記の場所にお持ちください。

②ランドリースタッフに声をかけて、服の色や枚数等の詳細を指定の用紙にご記入ください。

　(用紙は２枚セットになっているので両方にご記入お願いします。１枚は自身の控えになります)

③記入いただいた用紙にランドリースタッフからのサインをもらってください。

　その後スタッフと一緒に服の枚数等の詳細の確認と服の重さをはかります。

※控えは必要になりますので忘れずに受け取り、返却時までなくさないように保管ください。

　・受け取りの流れ

　　①用紙の控えをお持ちいただき、受け取り下さい。

　　②受け取りの際、すぐにその場で紛失がないかご確認いただいた後サインをおねがいします。

　漏れがありましたらその際にランドリースタッフにお伝えください（受け取り後の申請による返金等は出来かね

　ます）。

　【注意】

＊ 生地の縮みや、黄ばみなどに関して返金等の責任は負いかねますので、ブランド物や高価な衣服の洗濯はお控え

いただくことをお勧めします。

＊ 週末に帰国される方は、水曜日までに洗濯物の受け付けをお済ませ下さい。

＊ バッグ、靴、帽子等、衣類以外のものについてはご利用出来かねます。

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。

※料金は事前の連絡なく変更される場合がございます。

４. 外出、旅行

・門限：日曜〜木曜日、祝日 – １０：００PM

　　　　金、土曜日、祝前日 – 翌日 ３：００AM

　　　　※外出は６：００AMから可能

・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
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　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

・朝食は宿泊料金に含まれており、平日（月〜金）で利用が可能です。

・昼食と夕食を１週間利用する場合（平日と休日）：事前に食費を支払う必要がございます（PHP４,５００ / 週）。

・夕食を１週間利用する場合（平日と休日）：事前に食費を支払う必要がございます（PHP３,０００ / 週）。

・昼食を１週間利用する場合（平日と休日）：事前に食費を支払う必要がございます（PHP２,０００ / 週）。

　昼食は、都度ダイニングでの購入も可能です（外食 / 宿泊施設への配達等も可能です）。

・食事利用可能時間帯

7:00~7:50AM 朝食

11:40AM~1:30PM（平日）※授業時間によって異なる。
11:50AM~12:50PM（週末、祝日）

昼食

5:50~6:50PM 夕食

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。

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. 旅行計画書の提出をせずに旅行に行かれた際３回目の時点で退学となります。

5. 門限：３回目のオフェンスは退学となります。
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※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。

6. 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。

7. 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。

□ビザ延長

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）。

※移民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。

４. 送金・返金

□ 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。

※返金不可。

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、登録のキャンセルをする場合がござい

　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。
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□ キャンセル、返金

１. 渡航前

・渡航日から数えて3週間以前にキャンセルした場合：全額返金。

・渡航日から数えて1週間以前にキャンセルした場合：プログラム料金の80%（授業料と宿泊料金の合計からプロモー

　ション金額を差し引いた金額）を返金致します。

・渡航日から数えて1週間以内にキャンセルした場合：プログラム料金の80%（授業料と宿泊料金の合計からプロモー

　ション金額を差し引いた金額）と2週間分の授業料（授業料と宿泊料金の合計からプロモーション金額を差し引いた金

　額）を差し引いた金額を返金致します。

　※いづれの場合においても、入学金は返金不可となります。

２. 渡航後

・４週間以下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、４週間以降の残滞在週数から５０%差し引いた金額を返金致し

　ます。

・渡航後３週間以降にキャンセルされる場合、返金は行われません。

・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。

・水道光熱費とVISA延長費用に関しては、残りの滞在週数から計算し、未使用分を全額返金いたします。

・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。

・返金は、プロセスを経た後に、ご登録頂いた代理店を通して行われます。学校からの返金額は、実質受け取

　った金額からの算出のみとなり、プロモーションによる差し引き・銀行間送金手数料・代理店返金規定によ

　っては、受け取り金額が異なる場合もございます。

３. 渡航後コース変更時

・プログラム変更時に発生する差額は追加料金としての徴収となります。

・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。

４. その他の場合

・４週間以下でお申し込み頂いた方の返金は致しかねます。

・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、4週間以降の残滞在週数から

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。
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　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、

　割引を適用された方、退学した方。

　※上記理由の為にご帰国を希望される場合には、証明書の提示等を求める場合がございます。

５. 返金の流れ

・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。

・学校が受け取った金額から返金金額が算出されます。

・現地費用（VISA延長費用、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。

６. COVID-19に関係する特別規定

・渡航前検査結果で陽性と診断された場合

　期間変更希望の場合：期間変更に伴い発生する追加料金等は生徒負担となります。

　キャンセル希望：通常のキャンセル規定に従うものとします。

・感染拡大等により、学校側が閉鎖する判断をした場合、生徒の残期間に対して100%の返金が行われます。

　※学校側の閉校に関するアナウンスメントがない状態で生徒自身が帰国を決定した場合には通常の返金規定に従うものとします。
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５. 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 (日本人スタッフ：日本語対応) : +63-917-626-4043

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