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API BECI Academy, Philippine Baguio 受入再開に
関するお知らせ

2022年3月4日

平素より大変お世話になっております。フィリピン・バギオ市の英語語学学校ApiBECIより皆様にお知らせをさ
せて頂きます。

最初に、コロナウイルスの世界的蔓延が始まって以来約2年間、非常に困難な時期を共に耐えてきてくださった
皆様に感謝申し上げます。

ここ2年間、当校はオンライン英語サービスの提供に重点を置いて参りましたが、フィリピン国内に滞在してい
らっしゃる方で当校での英語学習を希望される方を対象に、ヘルスプロトコールを遵守しながら少数の生徒様、

主に、ベトナムと中国の生徒様を受け入れてきております。

フィリピン政府が観光ビザ保有の外国人の皆様の受入再開を発表したことを受け、当校もフィリピン国外からい

らっしゃる通常留学希望の生徒様受入に関するお知らせをさせて頂きます。

詳細は下記をご覧くださいませ。

http://www.beciedu.com
mailto:admin@api-next.com


1. 概要

1) 正式な受入再開日と受入キャンパス

- 2022年7月1日をもって、Beci the Café キャンパスは正式に受入を再開いたします。

: 現在、約15名（フィリピン国内に滞在されていたベトナム、中国の生徒様）がBeci the Caféキャンパ
スに滞在し学習しています。2022年7月1日以前でも、各国からの生徒様の受入を少しずつ開始いた
します。

- Beci the Café キャンパスは男女共学のキャンパスとして再開いたします。女性専用キャンパスに戻
るのは2023年以降になると見込まれます。

- メインキャンパスの再開に関しては、2023年に再開の有無や時期の決定をさせて頂きます。

- シティーキャンパス（新キャンパス）は、コンドミニアムビルの7，8，9階にオープンする予定です。こちら
のコンドミニアムビルはバギオ中心部のバーンハムパークから徒歩約2分程度の近距離に位置し、7
階と8階が滞在施設、9階が教室階となります。

- シティーキャンパスのオープン日については、内装が完成した後、正式に発表させて頂きます。

- 2022年7月1日の正式受入再開以前と以降の相違点（入学日）

正式受入再開以前（2022
年6月30日まで）

正式受入再開以降（

2022年7月1日から）

2020年度の料金表にある価
格の適用と今回発表するプロ

モーション適用

○ X

各国マネージャーの現地駐在 X ○

全コースの提供 X ○

50％以下の収容人数での運
営

○ X

新入生対象のシティーツ

アー、学校が主催する週末ア

クティビティー（旅行など）の

課外活動

X ○

2) コース、学生寮滞在費、授業費　

- Speed ESLコース（セミ・スパルタコース）は２つの種類に分割されます。グループクラスの有無により
Speed ESL 1（2クラスのグループクラス有り）とSpeed ESL 2 (1：1クラスのみでグループクラス無し）
に分かれます。また、IELTS基礎/保証コースも提供いたします。その他のコースやプログラムの提供
開始日程については後日ご連絡させて頂きます。

- 学生寮部屋タイプ:
女性の生徒様の場合：1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋
男性の生徒様の場合：1人部屋、2人部屋、3人部屋　

- 食事：平日休日ともに、朝食・昼食・夕食の3食を提供



- 授業費：フィリピンの物価上昇と人件費上昇により、2022年7月1日の正式受入開始日前に料金値上
げの可能性がございます。

3) プロモーション

- 対象者: 2022年6月30日以前に入学される生徒様　

(*下記のプロモーションは、これから2022年７月１日の正式受入れ再開日までにご登録され留学を開
始される新規生徒様に適用されます。これからご登録され正式受入れ再開日（2022年7月1日）以降
に留学を開始される新規生徒様も、新たな料金表とプロモーションが発表されるまでは下記のプロ

モーションを適用いたします。)

- プロモーション 1. 4週間につき10,000円の割引（コミッションは割引適用後の価格から計算）
プロモーション 2. 12週間以上の留学期間お申込みにつき、10,000円の追加割引適用。

(16週間以上のご登録の場合、16週間とそれを超える週は、5,000円/4週間の割引も更に適用。従
来適用してきた長期割引との併用も可能。コミッションは、全ての割引適用後の価格から計算。）

4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
プロモーショ
ン適用後の
割引額

10,000円 20,000円 30,000円＋
10,000円

40,000円＋
15,000円＋

5,000円

50,000円＋
20,000円＋

7,000円

60,000円＋
25,000円＋
10,000円

4) コロナウイルス感染拡大のため早期帰国された生徒様への情報

再入学とバウチャーの譲渡 返金
- バウチャーを使用しての再入学は2024年12
月31日まで可能とします。
- ピックアップ費は無料とします。
- バウチャーを他の生徒様（新規生徒様に限る）
に譲渡することを許可します。

- BESAの規定に従い、通常留学の受入を正式
に再開する2022年7月1日以降、返金は順次
行います。

2. 詳細
*下記の料金表は、これから2022年７月１日の正式受入れ再開日までにご登録され留学を開始される新規生徒
様に適用されます。これからご登録され正式受入れ再開日（2022年7月1日）以降に留学を開始される新規生
徒様も、新たな料金表とプロモーションが発表されるまでは下記の料金表にある価格を適用いたします。

1) コース (4週間当り)

プログラム 詳細 費用＊
SPEED ESL1 合計最大8クラス (1:1クラス4クラス + グループクラス

2クラス+任意受講のナイトグループクラス最大2クラ
ス)

87,000円

SPEED ESL2 合計最大7クラス (1:1クラス5クラス+任意受講のナイ
トグループクラス最大2クラス)

87,000円

IELTS 基礎 合計最大8クラス (1:1クラス4クラス+グループクラス2
クラス+任意受講のナイトグループクラス最大2クラス)

99,000円

IELTS 保証
(12週間以上のお

合計8クラス(1:1クラス4クラス+ グループクラス2クラ
ス+必須ナイトグループクラス2クラス)

321,000円
(12週間)



申込み必要)
-TOEICやビジネス英語コースの再開日程は後日お知らせいたします。
-1クラス：50分
＊２０２０年度の価格をそのまま適用

2) 学生寮費用 (4週間当り)　

部屋タイプ 価格
1人部屋 120,000円
2人部屋 82,000円
3人部屋 72,000円

4人部屋（女性のみ） 62,000円
* 食事は平日休日ともに3食提供。
*最低登録週数：2週間～
＊２０２０年度の価格をそのまま適用

3) 現地費用

内訳 滞在週数 費用（ペソ） 特記
SSP 1~24 週間 6,300 Php 特別就学許可証

Visa extension

4週間 N/A
8週間 3,440 Php
12週間 8,150 Php
16週間 9,450 Php
20週間 12,190 Php
24週間 13,510 Php

I-CARD フィリピンに59日間
以上滞在する場合

に申請

3,300 Php 外国人登録証

当校の学生証（写
真撮影費を含む）

1回のみの支払い 130 Php
証明写真（サイズは2×2インチ、
白の背景）を持参した場合、30

ペソ割引

教科書代 4週間につき 最低1,000
Php

コースにより異なります。

デポジット 1回の支払い 3,000 Php
規則違反や施設や備品の損傷
がない場合、卒業時に全額返

金。

洗濯代 N/A 4週間につき10kgまで無料
(超過分は生徒様負担)

水道光熱費 4週間につき 2,000 Php

4) バン車両によるピックアップ費

出発地 バン1台当たりの生徒様数 費用 (ペソ)
マニラ

1~2 5,000
3~4 3,000

クラーク
1~2 3,000

3~4 2,000
(1) 2022年7月1日の正式受入再開日前の場合: ピックアップは毎週土曜日

2022年7月1日の正式受入再開日後の場合：ピックアップ日程は後日発表
(2) 各国からのフライトの都合により、毎週土曜日よりも前のピックアップを希望される場合、1日2,000

ペソ（宿泊施設と食事込み）にて事前滞在をアレンジいたします。



(3) バン1台の乗車人数はドライバーを含めて最大5名とします。

(4) バン車両によるピックアップ費用は、当校到着後、現地費用としてペソにてお支払い願います。

(5) BESAによるグループピックアップが再開された後は、ピックアップ費用を変更いたします。

入国管理に関するルール

フィリピン入国に関するガイドライン（2022年3月3日時点)
➀ フィリピン入国管理局の求める書類リスト

- フィリピン入国時に有効期限6カ月以上のあるパスポート

- 往復航空券 (注意：フィリピンを出国するための航空券はフィリピン入国から30日以内の日付が記載された
ものを提示する必要があります。したがって、30日以上滞在予定の場合、フィリピン出国のための航空券は日
時の変更ができるタイプの航空券をご用意ください。)

- フィリピンに向けて出発前に、下記フィリピンのウェブサイトから、One Health Pass QR code を取得
(https://www.onehealthpass.com.ph)

- コロナウイルス（COVID-19）治療保障を含む海外旅行保険への加入と英語で書かれた保険証書の提示
（フィリピン滞在期間中、最低35,000米ドルのコロナウイルス治療費用をカバーする保険への加入が必要）

- フィリピンへの出発前48時間以内に受けたRT-PCRテストの陰性証明（英文での証明書）の提示

- 英語で記載されたワクチン完全接種済証明書　/ワクチン完全接種済みの保護者と一緒に渡航する12歳以
下のお子様は、ワクチン完全接種済証明書の提示は免除

➁ 隔離に関するガイドライン

- 当校に到着後7日間は、生徒様の健康状態を観察いたします。

- 生徒様は学校でのクラスや学生寮での生活に際し、フェイスマスクをご自分で準備して頂き、マスクを着用して
頂きます。

- 生徒様が入学後、コロナウイルスに感染したことが確認された場合、学生寮の1人部屋に移動して頂き、感染
確認日から7日間隔離生活を送って頂きます。

- 7日間の隔離後、コロナウイルス検査にて陰性が確認された時点で、通常クラスと生活に戻って頂きます。（検
査費用と医療費は生徒様負担とさせて頂きます。）

- 濃厚接触者は7日間の隔離観察期間を経た後、コロナ検査で陰性の確認後、通常クラスと生活に戻って頂き
ます。

- 隔離期間中、生徒様はオンラインにてクラスを受講される、又は隔離期間分のみ留学期間を延長するかのど
ちらかを選択して頂くことができます。

- 長期間に渡る隔離のため、滞在の延長をすることが不可能な場合、帰国後オンラインクラスにて未受講クラス
分の提供が可能です。

* フィリピンの状況により、入国に必要な条件や隔離ガイドラインは変更される可能性があります。

5) 現在のホームページとパンフレットについて
- 現在の当校ウェブサイトやパンフレットにある情報とこちらのお知らせ内容が異なる場合、こちらのお知らせ内
容にある情報を適用します。

- こちらのお知らせでは触れていない一般的な情報については、当校ウェブサイトやパンフレットにある情報をご



参照下さい。

- 新しい情報を含むウェブサイトとパンフレットは、後ほど変更を加えていく予定です。

6) 各国担当者の連絡先

英語名 担当国・地域 国籍/ 現在地 e-mail
Hana 日本 日本/フィリピン beci.academy@gmail.com
Sonny 日本

韓国
韓国 / 韓国 beci.academy@gmail.com

beci@beciedu.com
Andrea / 韓国 / 韓国 beci@beciedu.com

Depp 中国
台湾

中国 / 中国 becichina@163.com
becitaiwan@gmail.com

Ivy ベトナム ベトナム becivn@gmail.com

Ailene タイ/ モンゴル
他

フィリピン/ フィリピ
ン

beci.marketing@gmail.com

※2022年3月2日のBESAの発表内容

BESA(Baguio Academy Association:バギオ英語学校協会）は、2022年3月2日にバギオ市長
と話し合いの場を持ち、バギオ市で英語学習を希望する外国人生徒様受入に関する基本的な

ポリシーを確認し、各国からの生徒様がスムーズにバギオ市にいらっしゃることができるようガ

イドラインの確認をしました。

BESA加盟校からの要請に応じ、バギオ市長は2022年3月3日バギオ市のESL学校での対面クラス再開を正
式に発表します。フィリピンのその他関連政府機関であるTESDA、観光省、フィリピン移民局バギオ支部も、フィ
リピン国外からの外国人生徒様がバギオ市に来て学習できるよう、バギオ市長に正式な許可を与えました。

ESL学校が運営を再開できるよう、下記の事項が、バギオ市により約束されました。

1.   新規生徒様向けHDF(Health Declaration Form: 健康申告書）登録

通常、HDFはバギオ市に戻って来るバギオ住民用として機能しており、旅行者には旅行者専用ウェブサイトで
登録手続きをする必要があります。バギオ市当局は、バギオ市に来て英語学習する外国人生徒様用にHDF
ページに新たなページを作成します。IATFプロトコルも遵守します。

2.   学校内での集まりは、参加者がマスクをつけることを条件に許可されます。1：1クラスだけでなく、グループ
クラスの再開もバギオ市長により許可されました。

3.   生徒様がコロナウイルスに感染した場合、隔離施設での部屋がバギオ市により無料で提供されます。必要
な場合、酸素タンクもバギオ市が無料で提供します。

4.   クラスの10％がコロナ陽性となった場合、そのクラスの参加者全員が隔離措置となります。学校全体が隔
離措置を取る必要はありません。隔離期間は7日間とします。

無症状者と濃厚接触者は、学生寮内で隔離期間を過ごすことができます。ただし、症状のある生徒様は政府機

関により提供された隔離施設で療養して頂く必要があります。

BESA加盟校はIATFの定めたルールとプロトコルに従い、関係者全員の安全を確保するため、安全シールを申

mailto:becichina@163.com


請する必要があります。

皆様の絶え間ないサポートにより、私達はより良い教育機関になることを目指し最善を尽く

します。新時代に適応できるよう更に邁進してまいります。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

API BECI Language Academy マネージメント、職員、講師一同


