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1 英語公⽤国��魅惑の国フィリピンで英語留学

POINT

POINT

リゾートセブ島や、⾃然あふれるバギオなど、様々な留学地があり英語学習のみならず貴重な体験が可能です。

           マンツーマンレッスンに特化し、合宿のような授業量、さらに低コストな留学費⽤も魅⼒です。

POINT
親⽇の国フィリピン。

正式国名 ⾔語 ⾯積

⼈⼝ 都市 アクセス

最⼤の魅⼒的は、マンツーマンレッスンと、低価格な留学費⽤。

マンツーマンレッスンによって⽣みだされる会話量と、レベルに応じた�
レッスン内容で、着実にスキルアップにつながります。

�
�

フィリピン共和国��
Republic�of�the�Philippines

⽇本から�1�番近い英語公⽤国

⽇本から約5時間。
⽇本から⼀番近い英語圏です。

第1の都市はマニラ、
第2の都市はセブとなります。

ィリピンの基礎情報フ

フィリピン国⼟は⽇本の約�8割。�
7641�の島々から構成されます。

約�1�憶⼈の⼈⼝、
⾸都マニラの⼈⼝は�1,000�万⼈以上。

ィリピンの留学の魅⼒フ
イメージは英語合宿、他国に⽐べ授業量が突出しています。基本から勉強できる留学地がフィリピン留学です。

マンツーマンレッスンと低価格な留学費⽤

事前のビザ申請も不要なため、コスト⾯も含めて最も気軽な留学地で�
す。お休みの期間を利⽤した1週間から、半年、1年のご留学まで、様 �々
なコースで学習可能です。また、スパルタ留学から、リゾート留学ま�
で、要望に応じて学校・コースを選択できます。

⽇本から⼀番近い英語圏、柔軟なレッスン内容

フィリピンの国⼟は、299,404km2。
⼀番⼤きな島はルソン島になり、世界�
で15番⽬に⼤きな島です。

フィリピンの⼈⼝は急激中。

⼈⼝ピラミッドは⾮常にきれいな�
三⾓形を⽰しています。

⼈⼝の多い都市は、ケソン、

マニラ、カローカン、ダバオ、�
セブの順となります。

乗り継ぎ無し。直⾏便あり。

事前のビザ申請等も不要なため、気�
軽に留学できる国となります。

・⽇本から約��5�時間�

CBEAでは、カリキュラムをご要望によって作成しております。
スピーキング、ライティング、リスニング、リーディング、ボキャブラ�
リー、グラマー、発⾳など、ご要望により1⽇のレッスンの内容を調整�
しております。

・柔軟なカリキュラム

・マンツーマンのプライベートレッスン�

国名のフィリピンは、旧宗主国

スペイン皇太⼦の名前に由来します。

フィリピンで英語留学

英語 �  �とフィリピン語が公⽤�
語になります。

フィリピン語には、タガログ語やビ�
サイヤ語、イロカノ語、ヒリガイノ�
ン語、ワライ語などがあります。

また、欧⽶各国とは授業のコマ数が圧倒的に違います。朝から⼣⽅まで�
合宿のように英語漬けの環境となります。

POINT

POINT
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Cebu�Business�English�Academy�(�CBEA�)
セブ島�セブシティ�
2rd�Floor,�Crown�7�Business�Center 
⽇系

2020年��/�定員�20名
ESL、TOEIC、IELTS、Business
コンドミニアム、ホテル��(通学専⽤の学校です。)

宿泊先については、周辺の情報も併せてご確認ください。

Google
Street�view

Google�MAP

セブ島では、少ない教室のみの学校です。滞在先は、他の留学地と同じように、コンドミニアムやシェアハウス、ホテル�
など、ご要望に応じてご提案しております。⼩さな町の英会話教室のため、気軽にレッスンに通学していただけます。

の学校紹介CBEA

■�学校外観

学校名

都市

住所

資本

設⽴/定員
コース

宿泊

ITパークという商業エリアまで徒歩5分程度の距離となります。
ITパークには、ビジネス街となり、レストラン、カフェ、ファーストフード店、�
シッピングモールがあり、⽣活する上で⾮常に便利な⽴地です。

⽴地について

CBEAは、通学に特化した語学学校となります。
寮をもたず、⽣徒様はコンドミニアムや、ホテル�
に滞在され、こちらの教室に通学されます。

CBEAの周辺には、多くのホテルや、コンドミニア
ムがあり、住居の選択肢は数多くあります。

また、Airbnbでお部屋を探される⽅も多く、⽣活
⽔準や、家賃、好みに応じて宿泊先を選択してい

ただけます。

また、お部屋探しは、セブ島賃貸サービス�
For�Rentと共同でサポートしております。
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教室

Avida��Tower

Mabolo�Garden�Flats

教室

通勤⼿段は、徒歩やジプニー、タクシー、慣れている⽅は、バイクタクシーなどを使い通学されます。

⽇本では⾼額なタクシー費⽤ですが、セブ島では初乗り約100円です。

までの通学⼿段CBEA

■�徒歩通学
ITパーク内のコンドミニアムや、学校周辺に�
は、徒歩10分から15分圏内のコンドミニアム�
やホテルが多数あります。⼤通りに⾯してい�
るため、迷うこともなく、通学していただけ�
ます。

・Calex�center
・Mabolo�Garden�Flats
・Avida�Tower�Riala  など

タクシーの初乗りは約100円。タクシー通学を�
念頭に⼊れていただけると選択肢が⼀気に広�
がります。

・Avida�Tower�
・Avida�Tower�Riala
・Laguajia�Flat1
・Laguajia�Flat2
・One�Oasis  など

■�タクシー通学

格安移動⼿段

ジプニー

■�その他の交通⼿段

渋滞回避なら

バイクタクシー

ジプニーやバイクタクシーなどもポピュラーな移動⼿段です。特にジプニーは、カラフルなカラーリングが特徴で、

初乗りが20円程度から乗⾞することが可能です。

最も移動⼿段としてポピュラーな乗り物がジプニーと�
なります。

初乗りが約20円で格安となり、セブ島の⽅が⼀番使わ�
れる交通⼿段となります。

セブ島では、交通渋滞がひどいことも。現地での⽣活�
に慣れてくるとバイクタクシーの選択肢もよろしいか�
もしれません。現在では、バイクタクシーを呼べるア�
プリもございます。

通学に便利な⽴地をお探しの場合、Airbnbも便利です。ホテルと違いお⾷事を作れる事も魅⼒です。
また、短期の⽅にはAirbnbが料⾦メリットも⼤きくなります。

POINT
お住まいはAirBnbでもお探しいただけます。

教室、コンドミニアム、ホテルの全体的な位置関
係はこちらをごらんください。
PDFの⽅は、クリックをしていただければ、全体�
の位置関係、距離、通学時間の⽬安をご確認いた
だけます。

コンドミニアム ホテル

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1q1HESAl9F3jms-qHD2WfDPAPiRfMI6c&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16PfWwDzQ_fngnnCrlmBklRTWv_Sozdc&usp=sharing
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4時間プランの場合�

オプションクラス

TOEIC

６時間プランの場合

無料のグループクラス

の��時間割についてCBEA
CBEAでは、4時間プラン、6時間プランをご⽤意しています。時間割の参考スケジュールは、下記をご参考にお願いい�
たします。

時間

9：00〜9：50

10：00〜10：50

11：00〜11：50

12：00〜12：50

スケジュール

1コマ⽬

午前からの4時間のスケジュール

時間 スケジュール

休憩

午前からの6時間のスケジュール

基本内容
ボキャブラリー・グラマー・スピーキング・

リスニング・ライティング・発⾳

試験対策

基本技能のスピーキングやリスニング、ライティング、⽂法に加えて、複数⼈でのディスカッ
ション」や「複数⼈で⾏うロールプレイング」のクラスなどがあります。

・不定期開催の無料オプションクラス

試験対策も承っております。講師の⼈員に限りがございますので、事前にご相談お願い
致します。

・試験対策のご要望も承ります。

基本技能は全て学習することができます。⽣徒様のご要望によりレ
ッスンの組み合わせを調整させていただいております。

・レッスンは全てマンツーマンレッスン

レッスン内容は、柔軟に対応しております。基本技能はもちろんですが、レッスンについてのご希望があれば事前にお�
聞かせください。

時間

15：00〜15：50

16：00〜16：50

スケジュール

13：00〜13：50

14：00〜14：50

午後からの4時間のスケジュール

9：00〜9：50

10：00〜10：50

11：00〜11：50

12：00〜12：50

15：00〜15：50

13：00〜13：50

14：00〜14：50

2コマ⽬

3コマ⽬

4コマ⽬

1コマ⽬

2コマ⽬

3コマ⽬

4コマ⽬

1コマ⽬

2コマ⽬

3コマ⽬

4コマ⽬

5コマ⽬

6コマ⽬

レッスンは、すべてマンツーマンにてご提供いたします。
レッスン内容は、カスタマイズしご提供しており、レベ
ル、⽬的に応じて調整いたしますので、事前にご希望をお
聞かせください。
また、レッスン内容は適宜変更可能です。

の��レッスン内容についてCBEA
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コースは、1⽇4時間コースが、6時間コースの2種類となります。費⽤はそれぞれ下記の通りとなります。

の��授業料についてCBEA

４時間プランの場合�

６時間プランの場合

登録料�

1ヵ⽉での留学費⽤のイメージとなります。条件により増減しますので、参考としてお考えください。

での1ヵ⽉間留学における費⽤イメージについてCBEA

1⽇��4コマコースの場合
 登録料��  15,000円
 授業料��  60,000円�
 テキスト代�����2,000円
 就学許可証����15,000円

Air�bnbの場合
 1⽇�  ��������2,500円
 28⽇間�  70,000円�

コンドミニアム契約の場合

 1ヵ⽉   40,000円
 光熱費   �5,000円

1⽇��6コマコースの場合
 登録料��  15,000円
 授業料��  80,000円�
 テキスト代�����2,000円
 就学許可証���15,000円

⾃炊の場合・・⽇本同等

 1ヵ⽉  20,000円
      〜30,000円
 ※⽣活レベルによります。

外⾷の場合

 ローカル⾷堂 150〜250円
 レストラン等 1⾷��500〜8000円
 ※⽣活レベルにより変動いたします。

徒歩通学の場合

 0円
�

タクシー通学の場合

 往復   200円��(⽚道100円)
 ⽉額   4,000円程度 
 ※初乗り100円程度です。

ジプニーなどを利⽤の場合は、もっと安くなります。

92,000円� 112,000円�

137,000円� 182,000円�

⽬安

 10,000円から20,000円�
各種アクテビティ

 アイランドホッピング ���5,000円
 デイユース   2,000〜5,000円 

＋10,000円加算

累計の費⽤については、累計イメージを、⻑期留学は6ヵ⽉程度のご留学で、コンドミニアムに滞在していただく費⽤の⽬安、
短期留学はAirbnbなどでお部屋を借りて頂く場合の参考イメージとなります。
実際には、シェアルームなどもございますので、費⽤は抑えていただけます。

授業料等 授業料等

授業料

滞在費��計）
授業料

滞在費��計）

157,000円� 202,000円�

授業料

滞在費

⾷費 ��計）

授業料

滞在費

⾷費  ��計）

161,000円� 206,000円�

授業料

滞在費

⾷費 ��
交通費 計）

授業料

滞在費

⾷費  ��
交通費 計）

171,000円� 216,000円�

授業料

滞在費

⾷費 ��計）

授業料

滞在費

⾷費  ��計）

＋10,000円加算

＋4,000円加算＋4,000円加算

＋20,000円加算＋20,000円加算

＋70,000円加算＋45,000円加算

お⼀⼈部屋希望、⻑期希望の⽅は、コンドミニアムを借りて頂くことで、各段に費⽤を抑えていただけます。

また、海外での1⼈暮らし経験は、貴重な経験となると思います。
※4週間を越える滞在⽇数の場合は、ビザの延⻑費⽤が必要となります。

POINT

6コマコース4コマコース

4週間以上の場合は、ビザの延⻑費⽤が必要となります。
別途お問い合わせください。

4週間あたりのお費⽤となります。1週間あたり、4時間コースにて15,000円、6時間コースにて20,000円となります。
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Avida�Tower

タクシー5分、徒歩15分

スタジオ�タイプ家賃

35,000~50,000円

Avida�Tower�Riala

タクシー5分、徒歩15分

スタジオ�タイプ家賃

35,000~50,000円

Residencia�Edades

タクシー5分、徒歩15分

スタジオ�タイプ家賃

35,000~45,000円

Calex�center

タクシー4分、徒歩10分

スタジオ�タイプ家賃⽬安

45,000~55,000円

Laguajia�Flat2

タクシー5分、徒歩15分

スタジオ�タイプ家賃⽬安

35,000~45,000円

タクシー5分、徒歩15分

スタジオ�タイプ家賃

35,000~45,000円

One�Oasis

タクシー7分、徒歩20分

スタジオ�タイプ家賃

35,000~45,000円

のコンドミニアム情報について周辺

Mabolo�Garden�Flats

タクシー4分、徒歩9分

スタジオ�タイプ家賃

35,000~45,000円

Solinea

タクシー6分、徒歩17分

スタジオ�タイプ家賃

45,000~55,000円

Laguajia�Flat1

周辺には数多くのコンドミニアムがあり、⽴地や家賃によって選択していただけます。
おすすめは、Air�Bnbでのお部屋探しです。短期の⽅には料⾦メリットも⼤きくなります。

Google
MAP

Google
Street
View

Google
MAP

Google
Street
View

Google
MAP

Google
Street
View

Google
MAP

Google
Street
View

Google
MAP

Google
Street
View

Google
MAP

Google
Street
View

Google
MAP

Google
Street
View

Google
MAP

Google
Street
View

Google
MAP

Google
Street
View

近隣のコンドミニアムの抜粋となります。PDFにてご覧の⽅は、QRコードをクリック頂ければGoogle��Map、Google�Street�Viewに�
移動致します。

弊社にて、お部屋探しのサポートも実施しております。お気軽にメッセージお願いいたします。

https://goo.gl/maps/KwXVT6AqeXkguivo9
https://goo.gl/maps/tWy1HkFZxc1kWa2RA
https://goo.gl/maps/6k9DrsMNTMPDW6zb6
https://goo.gl/maps/DJh2gZbx9LkDtoGL9
https://goo.gl/maps/Jbte2UPiTKvWxyjVA
https://goo.gl/maps/1BmfJ5TZPYEKkcHd9
https://goo.gl/maps/BCwfAdkp3hJepy3o6
https://goo.gl/maps/1NhgzWtPVxz9vYpz6
https://goo.gl/maps/HrjDat9tNUgwtdjZ8
https://goo.gl/maps/whi1HTNU6dXFnsKB9
https://goo.gl/maps/di6jJZiP5eEmUaAt8
https://goo.gl/maps/nqPobZHcFbmEcNoZ7
https://goo.gl/maps/HqkbWqZJyHRu22yg6
https://goo.gl/maps/3kyvgz37cJVFAVC19
https://goo.gl/maps/qApz9Jnvy4DLK5yW7
https://goo.gl/maps/yG3138fhTHndDP7S9
https://goo.gl/maps/X4g8Fp7144LAwSAk9
https://goo.gl/maps/uqmQWk8mvAHeexAGA
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Mezzo�Hotel�Cebu

タクシー5分、徒歩10分程度

1泊の平均��費⽤

4,000〜5,000円程度から

Waterfront�Cebu�City�Hotel�&�Casino

タクシー5分、徒歩10分程度

1泊の平均�費⽤

8,000〜10,000円程度から

Castle�Peak�Hotel

タクシー5分、徒歩10分程度

1泊の平均�費⽤

4,000〜5,000円程度から

Zerenity�Hotel�and�Suites

タクシー8分、徒歩20分程度

1泊の平均�費⽤

3,000~4,000円程度から

Alba�Uno�Hotel

タクシー8分、徒歩20分程度

1泊の平均�費⽤

3,000~4,000円程度から

タクシー6分、徒歩15分程度

1泊の平均�費⽤

3,000~4,000円程度から

RADISSON�BLU�CEBU

タクシー10分、徒歩25分程度

1泊の平均�費⽤

13,000~14,000円程度から

のホテル情報について周辺

SARROSA��INTERNATIONAL��HOTEL

タクシー6分、徒歩13分程度

1泊の平均�費⽤

4,000~5,000円程度から

Holiday�Spa�Hotel

タクシー5分、徒歩12分程度

1泊の平均�費⽤

3,000~4,000円程度から

Cebu�Northwinds�Hotel

周辺には数多くのホテルがございます。プールやジムの設備や、⽴地、費⽤などにより多くの選択肢がございます。
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近隣のホテルの抜粋となります。PDFにてご覧の⽅は、QRコードをクリック頂ければGoogle��Map、Google�Street�Viewに移動致し�
ます。

宿泊先の⼀部抜粋となります。

https://g.page/mezzohotelcebu?share
https://goo.gl/maps/CFHtyoKW5nDCPYHn8
https://goo.gl/maps/VwaXguq2DbdLS2MA7
https://goo.gl/maps/t6jABBgxUV8x4kcKA
https://goo.gl/maps/SeutLBfhybib7MoB6
https://goo.gl/maps/AD58HiTUw81VBSLb6
https://goo.gl/maps/Tm4uAyuPxZ4DoBwV7
https://goo.gl/maps/fKwD9L7jcnpsfzjPA
https://g.page/holidayspahotel?share
https://goo.gl/maps/rNNQvWv2M3BnCrPr5
https://goo.gl/maps/UrjAgnBZCZ7msZXn6
https://goo.gl/maps/dYAu7qPXPjdZE1mM8
https://goo.gl/maps/dXmUByUtQimzABR5A
https://goo.gl/maps/YY2thqa2dNHnPNFK7


7 英語公⽤国��魅惑の国フィリピンで英語留学

お部屋探しのご相談、サポートは弊社スタッフで⾏っておりま
す。短期の⽅には、Airbnbでのご紹介や、ホテルのご紹介、⻑�
期の⽅には、コンドミニアムの契約までのサポートまで⾏って
おります。
セブ島の賃貸サポートサービスの『�For�Rent�』と提携してサポ
ートさせて頂きます。

セブ島賃貸サポート���For�rent ：

でのよくある質問留学⽣活
ご留学についてよくある質問をまとめました。

とは何でしょうか？

Airbnbは、コンドミニアムや⼀軒家を借りることができるサー�
ビスです。コンドミニアムの1室などをリーズナブルな価格で借�
りることができます。

Airbnb について教えてください。通学⼿段

⼀番の通学⼿段は徒歩となります。10分、15分程度の距離で、
コンドミニアムや、Airbnbでのお部屋を借りることができます。

について教えてください。

現地の⽣活では、観光ビザに加えて、就学許可証という申請を
し、合法的に学習をしていただきます。

ビザ関連

観光ビザ   �：�⼊国時に1ヵ⽉間のビザを⾃動付与されます。

就学許可証  �：�語学学校で学習するための許可証となります。
        ���どの学校でも必ず必要となる許可証となります。

観光ビザは、4週間を越えて滞在する場合には必ず延⻑が必要�
になります。延⻑は、現地のイミグレーションにて申請でき、
書類の記⼊、費⽤の⽀払いだけで簡単に延⻑が可能です。

就学許可証は、半年に1度更新が必要となります。半年を越え�
る留学の場合、2回の申請を⾏います。

クチンは2回接種済です。留学可能ですか。ワ

⼊国条件の１つは、コロナワクチンを2回以上接種しているこ�

とになります。そのため、     �していれば問題なくご留�

学可能です。(2022年6⽉時点)

2022年5⽉までは、渡航前のPCR検査や、各種アプリの登録、
⼀定額以上の海外保険の加⼊など、様々な条件が必須となって
いました。2022年6⽉時点では、徐々に条件の緩和が実施され�
ております。

⽇本への帰国時の⼊国条件も緩和が進んでおり、コロナ過前の
状態に戻りつつあります。
詳細は、お問い合わせください。

2回接種

意が必要な事を教えてください。

治安の⾯では、⽇本と違うということを意識していただければ
問題ありません。注意をして⽣活をしていれば危ない⽬にあう
事はなく、留学⽣活を過ごしていただけます。現地の⽣活に慣
れるまで、夜間の外出をしない、グループで⾏動する。という
点を守るだけで、問題なくお過ごしいただけます。

注

また、⽇本と違う点は、紛失物はほぼ戻ってこない。という点
にも注意が必要です。タクシーに忘れてしまった、レストラン
や、トイレに置き忘れてしまうと、⼿元に戻ることはありませ
ん。移動時には、貴重品の管理に注意をしてください。

習⽤具について教えてください。学

辞書、⽂法書は持参することをお勧めしています。辞書は、ス

マートフォンのアプリケーションでも⼤丈夫ですが、オフライ

ン環境でも使える物がおすすめです。

事前学習として、⽂法書の単語を調べておくことをおすすめし

ています。英語環境で英語レッスンを受講することになるため

の準備となります。

ノートや筆記⽤具などもある程度持参をお勧めしています。フ

ィリピンは、⽇本ほどの品揃えがなく、購⼊できるものに限り

があります。

の場合、費⽤はどれくらいでしょうか。半年留学

費⽤のイメージは、4ページ⽬の1ヵ⽉あたりの費⽤に対して、
6ヵ⽉分を計算していただくイメージとなります。
ただし、就学許可証15,000円は半年間有効のため、次⽉以降は�
不要です。

半年間の留学費⽤⽬安� ：�約100万円程度

実際には、費⽤を抑えていただくことも可能です。
シェアハウスや、家賃の低いコンドミニアムなどございますの
で、お費⽤⾯、現地の⽣活については、お問い合わせくださ
い。

はどうすれば良いでしょうか？お部屋探し

PDFの⽅は、クリックしてくだ�
さい。サービスサイトを確認で
きます。

⻑期での滞在、留学の場合は、コンドミニアムの契約をしていた
だいた⽅がはるかにお安く宿泊できますが、短期の場合は
Airbnbを利⽤される⽅が多くいらしゃいます。

⽇本でもAirbnbで借りることができるお部屋がありますので、
ぜひ⼀度ご覧ください。
アプリ、もしくはWEBから確認していただけます。

また、タクシーの料⾦は⾮常に安いため、気軽にご利⽤いただけると
思います。
初乗り100円程度、10分程度乗ったとしても200円程度になります。

⽣活に慣れてきた後は、現地の最も⼀般的な移動⼿段である
ジプニーをご利⽤いただくことで通学費⽤を抑えていただけます。

20円程度で利⽤でいる⾮常にリーズナブルな交通⼿段です。

お問い合わせは公式LINEが便利です。 ID検索お願いいたします。 ��CBEA�公式LINE @568jjhiv   お気軽にご連絡ください。

コンドミニアムや、ホテルの全体的な位置関係は
こちらをごらんください。
PDFの⽅は、クリックをしていただければ、
全体の位置関係、距離、通学時間の⽬安をご確認いた
だけます。

コンドミニアム ホテル

https://cebu-for-rent.net/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1q1HESAl9F3jms-qHD2WfDPAPiRfMI6c&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16PfWwDzQ_fngnnCrlmBklRTWv_Sozdc&usp=sharing

