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ー ー

学校が同建物の 2階に入っている通学に大変

便利なアパートメントタイプのホテルです。

部屋にはキッチンと冷蔵庫があります。徒歩

圏内には３つのショッピングモールがあり、

日々のお食事やお買い物に困りません。

ショッピングモールはタクシーの停留所にも

なっており、観光地や周辺地域、ご帰国の際

の空港アクセスも容易です。お部屋の広さは

コンパクトですが、ご予算に応じて、1ベッ

ドルームやファミリールームへのアップグレ

ードも可能。2階にはテラスの他、深さの異

なる２つのプール、ジャグジー、スポーツジ

ム、子供向け遊具の設備がございます。

部屋面積 21㎡～75 ㎡
ベッドサイズ 1人・ 2人部屋(ダブル)：138cm

2人部屋(ツイン)：96.5cm×2 台
3人部屋：96.5cm×2台, 138cm

空調 有り
ケトル 有り
ペットボトル ミネラルウォーターサーバー(有料)

5 ガロン(約 19L)ボトル: 100 ペソ
ドライヤー 壁固定式
冷蔵庫 有り
金庫 有り
テレビ(NHK) 視聴可
固定電話 有り
Wi-Fi(インターネット) 有り
バスタブ なし
朝食 アラカルト形式またはビュッフェ形式

(宿泊客数の状況により変わります)
プール 6:00-22:00 (未成年は要保護者同伴)
ジム 6:00-22:00 (要予約, 18 歳以上のみ)
スパ 近隣モール内に有り
その他 歯ブラシ、シャンプー、ボディソープ、キ

ッチン、冷蔵庫、ビリヤード、卓球

アリシアアパーテルのお部屋の詳細



ー 宿 泊 施 設 案 内 ー

都会的に洗練されたデザインのバイホテルは
学校から車で約 10 分のショッピングモール
「パークモール」に面しています。
セブ最大級の客室数を誇る大型ホテルで、ホ
テル内には日本食レストラン「UME」やス
テーキハウスなど計 8つの高級レストランが
併設されています。朝食ビュッフェ会場であ
るCafe Baiでは、各国料理が豊富に用意され
た贅沢な夕食ビュッフェも楽しめます。

キッズプール、キッズルームをホテル内に備
えており、お子様連れにもオススメ。
宿泊客のみが使えるインフィニティプールほ
か、雰囲気抜群のルーフトップバーからセブ
の夜景を一望、ワンランク上の滞在をお楽し
みいただけます。

部屋面積 27㎡
ベッドサイズ 1人部屋：198cm

2人部屋：198cm または 99cm ×2台
3人部屋：上記にエクストラベッド 99cm

空調 有り
ケトル 有り
ペットボトル 毎日人数分の提供
ドライヤー 壁固定式
冷蔵庫 ミニ有り
金庫 有り
テレビ(NHK) 視聴可
固定電話 有り
Wi-Fi(インターネット) 有り
バスタブ 無し
朝食 ビュッフェ形式
プール インフィニティプール、キッズプール
ジム 有り
スパ 有り
その他 歯ブラシ、シャンプー、ボディソープ、シ

ャワーキャップ、剃刀、体重計、ハンガ
ー、スリッパ、コーヒー紅茶

バイホテルセブのお部屋の詳細





メール(info@honki-english4u.com)やお電話(06-6772-8763)から、問い合わせ・資料請求ができます。

授業に関すること、セブ島の情報、お見積りなど、なんでもお気軽にお尋ねくださいませ。

お問い合わせ頂いたご要望から、あなたにぴったりの留学プランをご提案致します。

当社が提供できること・できないことをしっかりご説明させて頂きますので、じっくりご検討ください。

無料の留学説明会ではテレビ電話を使って現地の様子をリアルタイムに御覧頂くことができます。

留学プランが決まったらご連絡ください。お申込頂いた内容をもとに、次のご案内をお送りいたします。

また、入学申込フォームより必要事項のご記入をお願いいたします。

入学金および留学費用をそれぞれ支払期限までにお支払いください。

確認が取れ次第「留学のしおり」を送付させていただきますので、引き続き留学準備を進めてください。

留学手続きでご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡・お電話ください。

パスポートの有効期限が切れていないか確認頂き、必要な場合は新規取得・更新をお願いいたします。

航空券の購入・海外保険加入についてご不明な場合は、提携旅行代理店をご紹介させていただきます。

航空券を購入されましたら、フライト情報(お名前、到着日時、便名)をお知らせください。

お申込頂いている情報と相違ないことを確認したのち、今回のご留学の確認書を送付させていただきます。

これをもちまして、ご留学手続きはすべて完了となります。

ご出発日の約 1週間前に、最終案内のメールをお送りいたします。

セブ空港到着から翌日のスケジュール、ならびに緊急連絡先を記載しておりますので必ずご確認くださいませ。

その他、ご出発に際して分からないことがあればお気軽にお尋ねください。

お忘れものはございませんでしょうか？

国際便は出発時刻の 2時間前にチェックインとなります。時間に余裕をもって出発してくださいね。

現地で皆様のお越しをお待ちしております…！

2．留学コースのご提案

1．お問い合わせ

3．入学のお申込

4．留学費のお支払い

5．航空券等の手配

6．予約確認書の送付

8．ご出発！

7．最終案内



ー 留学費用 ー

アリシアアパーテルにご宿泊の場合
1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 10 週間 12 週間

1 人部屋 126,000 227,000 309,000 375,000 437,000 516,000 593,000 671,000 820,000 969,000

2 人部屋 107,000 194,000 262,000 318,000 372,000 439,000 504,000 571,000 679,000 824,000

3 人部屋 92,000 165,000 222,000 270,000 316,000 373,000 429,000 486,000 594,000 701,000

バイホテルセブにご宿泊の場合
1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 10 週間 12 週間

1 人部屋 155,000 279,000 380,000 460,000 536,000 633,000 728,000 824,000 1,007,000 1,190,000

2 人部屋 132,000 237,000 323,000 392,000 457,000 539,000 619,000 701,000 857,000 1,012,000

3 人部屋 113,000 201,000 275,000 333,000 388,000 458,000 527,000 596,000 728,000 861,000

※2人部屋とは 2名の留学生が同室で一緒に申込された場合の一人あたりの料金です。

他の留学生との相部屋ではございませんので、1名でのお申し込みの場合、2名部屋の料金を適用することはできません。

※1人部屋に空きがない場合は、お 1人様のご利用でも 2人部屋での手配となり、1泊 2,500 円の追加料金が必要となります。

※アリシアアパーテルにはより大きなファミリータイプのお部屋もあり、追加料金にてアップグレードや手配が可能です。

宿泊される人数によって最適なプランをご提案させて頂きますが、詳細はお気軽にお問い合わせください。

※上記 1週間単位以外の日数での留学も可能です。お見積りさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

諸経費
授業料＋宿泊費

諸経費
授業料＋宿泊費

諸経費

現地でお支払い頂く費用

授業料＋宿泊費

授業料＋宿泊費

6泊 7日 13泊 14日 20泊 21 日 27泊 28日 34泊 35日 83泊 84日41泊 42 日 69泊 70日55泊 56日48泊 49日
授業 30h 授業 60h 授業 90h 授業 120h 授業 150h 授業 360h授業 180h 授業 300h授業 240h授業 210h

お試し留学や家族留学に ビザ延長無しで英語漬け 海外生活に興味がある方に ０から中学 3年間分の勉強量

ご留学費用について
「授業料＋宿泊費」の金額に「諸経費」を合わせたものが留学前に日本円にてお支払い頂く
留学費用となります。渡航後「現地でお支払い頂く費用」がフィリピンペソで必要です。

6泊 7日 13泊 14日 20泊 21 日 27泊 28日 34泊 35日 83泊 84日41泊 42 日 69泊 70日55泊 56日48泊 49日
授業 30h 授業 60h 授業 90h 授業 120h 授業 150h 授業 360h授業 180h 授業 300h授業 240h授業 210h

現地でお支払い頂く費用

諸経費
授業料＋宿泊費



ー 留学費用 ー

諸経費

入学金 15,000 円
教材関連費 5,000 円
海外送金手数料 3,000 円
*ご家族・ご友人様と一緒に留学される場合、2人目

以降の入学金は 7,500 円となります。

*当校に復学される場合、入学金は必要ありません。

*送金手数料は１組様あたり１回掛かります。

繁忙期特別料金 5,000 円/週
シヌログ祭加算料金 要お問い合わせ
緊急手配料 10,000 円
*繁忙期特別料金…夏休み、年末年始などの特定期間

中にお越しになる場合に、お連れ様も含めて必要と

なります。

*シヌログ祭加算料金…毎年1月の第２または第3金曜日

～日曜日にフィリピンの大きな宗教祭がセブで行われ、

該当期間中のホテル料金が通常時の 2～3 倍となるた

め、その差額を別途頂戴しております。

*緊急手配料…お申込の時点でご出発まで既に 30 日を

切っている場合に発生いたします。やむを得ず、

近隣ホテルでの手配となる場合がございます。

SSP 取得費用 6,000 ペソ
*SSP(Special Study Permit)…特別就学許可証。

学校毎に取得が必要となり、有効期間は取得月を含め

6か月間です。

観光ビザ延長費用 4,000 ペソ～
ACR-I カード取得費用 3,000 ペソ
*観光ビザ…31 日以上滞在する場合に更新が必要です。

更新費用は滞在日数により異なります。

*ACR-I カード…外国人登録証。

60 日以上滞在する場合に取得が必要です。移民局にて

写真撮影および指紋採取を行います。

授業に関するオプション費用

追加授業料(1 コマ 50 分)

・ 800 ペソ(マンツーマンレッスン)

※個室の数には限りがあります。

※お部屋は先着順にて確保させて頂きます。

※ご予約される場合は当社為替レートにて

日本円の算出をさせていただきます。

前泊および延泊費用(１泊)

・ 5000 円(アリシアアパーテル)
・ 9000 円(バイホテルセブ)

付き添いの方の宿泊費(1 泊)

・ 3000 円

ホテル空港間の専用車によるご送迎(片道)

・ 3000 円（1名様）
・ 5000 円（2名様以上）

宿泊に関するオプション費用

現地でお支払い頂く費用

該当される方のみ 該当される方のみ



ー 学校周辺環境 ー

国際空港から学校までは車で約30分
セブ島最大のビジネス街「ITパーク」へは車で約5分

セブシティ
IT パーク・アヤラモールがあり、中心部には高層ビルが立ち並ぶ、セブの中でも開発された都会
の街並み。人通りも多く、商業施設も豊富にあります。セブを一望できる「トップス」やフラワー
パークのあるマウンテンエリアにも近いです。

マンダウエシティ
パークモール・SMシティモールが近くに
ある市街地。セブシティほど開発されて
いませんが、日系・韓国系の個人店が比
較的多いエリアです。自然豊かな観光地
ボホール島への港や繁華街に比較的近
く、ショッピング・観光両方に程よく適
した立地です。

マクタン島(ラプラプシティ)
国際線ターミナルは 2018 年にできたばか
り。ビーチに沿ってリゾートホテルが立ち
並び、自然豊かな南国らしい町並みとなっ
ています。週末にリゾートの日帰りプラン
でビーチ利用する方も多いです。



ー 学校周辺環境 ー

学校から徒歩圏内に３つのショッピングモールと日本食品店があり
周辺へのアクセスも良好な便利な場所です



ー 留学生の一日 ー

カリキュラムの自由度が高い本気イングリッシュでは、皆さんのニーズに合わせたプログラムの提供を行っています。

ジュン君は小学5年生。小学校で英語が導入されることもあり、 英会話教室に2年前から通っています。人見知りはあま
りなく、海外へ連れていくこと自体はあまり心配していませんでしたが、 6時間も英語ばかりだと集中力が持つかと心
配だったお母さん。課外授業でリフレッシュ出来て、英検対策コースがあること、 授業コマ数保証制度などが決め手に
なりました。ジュン君は英検 4級対策、お母さんのトモエさんは一般英語コースを受講。

6:30 起床

建物 6階で朝食です。

パン、ご飯、コーンフレーク、サラダにおかず、フルーツなどがあります。

8:50 登校

身支度を整えて、3階の学校へ向かいます。

エレベータで、一緒の時期に留学しているお友達とバッタリ！Good morning!

9:10

|

12:00

授業 英検対策

ジュン君は昨日の復習と単語テストから始まり、英検 4級の問題を先生と一緒に進めていきます。

お母さんは、宿題の日記をもとに、昨日の午後から今朝までの出来事を英語で話すスピーキング

練習。テキストに沿って学習を進めていきます。



ー 留学生の一日 ー

12:00

|

13:10

ランチタイム

学校で知り合った 2つ上のヒロト君家族と一緒にフードコートへ

ヒロト君は英検 3級に合格済み。ヒロト君ママと英語の勉強について情報交換。

13:10

|

16:00

課外授業

近くのショッピングモール『パークモール』へ行ってみよう！

ジュン君とヒロト君はお母さんと別れて先生とレーザーガンで遊べる施設へ。

お店の人の英語の説明が分かるかな？

お母さんはショッピングセンターのスタッフに道を尋ねる実践練習。

そのあと、目的地のマッサージへ。

16:30 ホテル到着

さっそく宿題タイム。ジュン君はプールで遊びたくて宿題を片づけるのに必死。

17:30

|

19:30

プール・夕食

プールに夢中なジュン君は監視員さんに任せて、お母さんはプールサイドで授業の復習をしながら

トロピカルジュース。

お母さんだけずるい！と上がってきたジュン君とともにプールサイドで夕食。

20:00

|

21:00

入浴

順番に入浴、お母さんは洗濯屋さんに持っていく洋服をまとめて明日の準備。

仕事帰りのお父さんに電話で今日一日のできごとを報告。

テレビを付けたらポケモンが英語でやってた！

21:30 就寝

明日に備えてしっかり休息。おやすみなさい。



学校のブログでは
現地のお役立ち情報や
英語に関するトピックを
お届けしています！

ブログの更新情報は Twitter 学校公式アカウントでも配信しています。
アカウント：@4uHonki をフォローして最新のセブ情報をゲットしましょう！

【 https://honki-english4u.com/honkiblog/ 】



※ツアー料金は 2020年 2月現在のものです。

※ツアーには、アイランドホッピング諸費用(シュノーケル・入海料含む)、昼食代、ホテル間の往復送迎代が付いています。

※大人の方 1名とお子様 1名の計 2名のみでの参加の場合は、お子様の年齢に関わらず大人料金が適用されます。

※天候や交通状況、その他の事情によりプログラムが変更になる場合がございます。

Adult Child (6 - 11yo) Child(below 2 - 5yo) Infant(below 1yo)

10,000yen 6,000yen* 4,000yen* Free*

8:00 ホテルに専用車がお出迎え

8:30 ダイビングショップに到着。着替え、書類の記入、ライフジャケットとシュノーケル用品を受

け取ります。

9:00 マクタン島の埠頭からバンカーボートに乗込み無人島へ出発。

9:00-11:30 綺麗な浅瀬でシュノーケリング。パンを餌にすると魚が一目散に集まってきます。

11:30-13:00 船上あるいは無人島上陸後に BBQのランチ。ドリンクはコーラとお水が付いています。

一部の魚介類やビール、ココナツジュースなどはオプションとなり現地清算となります。

13:00-15:00 無人島のビーチ周辺で自由時間。(ナルスアン島またはカオハガン島)

15:00-15:30 ダイビングショップに戻り、着替えののち専用車で出発。

16:00 ホテルに到着。

＊＊ 1 Day Trip! ＊＊

Island Hopping
in Mactan

アイランドホッピングツアー

セブ島に来たなら絶対体験しておきたいのが、バンカーボートで行く『アイランドホッピング』(無人島巡り)

非常に透明度の高い浅瀬の海で、水面下に沢山の熱帯魚たちを見ることができます。ランチは食べきれない程のフィリピン式 BBQ。

新鮮なシーフードや思いっきりマンゴーにかぶりついてください！リーズナブルで、お腹も心も大満足のツアーです。

Itinerary ― 旅程表 ―

Tour Rate ― ツアー料金 ―



MANGO FACTORY TOUR
トロピカルフルーツ製品を扱うプロフード工場を見学しよう

セブ島のお土産と言えば「ドライマンゴ―」！プロフード社を訪問して、その製造工程を見学します。

専用カートに乗ってフルーツの保存庫を見た後、工場内でドライフルーツや缶ジュース製品が製造されてい

る様子からパッキングまで順を追って見学していきます。プロフード社が今の形に至るまでの歴史をパネル

やムービーで勉強した後は、併設ショップでお買い物タイム。スーパーや免税店よりも安い値段で買えるの

で、ばらまき用のお土産にオススメです。(P500 ペソ以上のお買い物からクレジットカード決済可能)

▲先生達イチオシのトロピカルゼリー▲Tシャツ・石鹸・小物のお土産ブースも有

▶チョコレートで
コーティングされた
ドライマンゴ―

◀パイナップルや
ココナツも有



1 名様 P1300

2-3 名様 P700

4 名様以上 P500

ツアー料金には、工場内施設見学費用(生徒および講師分) 往復送迎代が含まれます。

製品を扱うプロフード工場を見学しよ

TOUR RATE
ー ツアー料金 ー

※料金は 2020 年 2 月時点のものです。木・日・祝の該当ツアーは実施しておりません。4 日前までの予約が必要です。

※オフシーズン中には、工場の一部あるいは全てが稼働していない場合がございます。
※夏休み・年末年始シーズンは混み合うため、ご希望日にツアーが取れない場合がございます。



間近で動物たちが見られるセブサファリツアー



TOUR RATE ツアー料金

※ツアー料金には、滞在先ホテルーセブサファリ間の往復送迎費用と施設入場料が含まれています。こめ

※セブサファリ使節内へは飲食物の持ち込みが一切禁止されていますのでご注意ください。

※昼食とアドベンチャーパークの乗り物は各自園内にてご精算となります。

ピザで人気のお店 ミケランジェロ で

ランチがオススメ！

大人 1300ペソ

子供(60～90センチ) 900ペソ

乳児(60センチ以下) 無料

9:00 ホテル発

10:30 セブサファリに到着

13:00-14:00 施設内でランチ

14:00-15:00 バードショー鑑賞

15:00 セブサファリを出発

17:00 ホテル着

※ツアー料金は 2020年 2月時点のものです。月火はセブサファリ休園日のため該当ツアーの開催はございません。



ー よくある質問 ー

よくある質問
よくお問い合わせいただく質問を集めました。
当校のホームページ内(https.//honki-english4u.com/)で他のご質問についても確認できます。



ー 返金ポリシー ー

解約日 返金率 返金スケジュール
留学日の 30 日前まで 100％

解約日より 4週間以内
留学日の 29 日から 7日前まで 70％
留学日の 6日前から 1日前まで 50％
留学日当日 0％

留学費用から控除される項目について

以下に記載する項目は返金対象になりませんので、予めご了承ください。

・キャンセル料 15,000 円

・事前オンラインレッスン 1,250 円×受講回数 ※

・緊急手配料

・教材関連費 ※※

・各種割引キャンペーンに記載の項目 ※※※

留学時期の変更について

お客様都合により留学時期の変更を希望される場合、無料で変更手続きを承っております。変更のお申し出は文書または電子メールのみ承

ります。電話・口頭では受け付けいたしておりません。 当社が当社の営業時間内において、文書または電子メールにより変更のお申し出を

承諾した時に本変更が成立(以下『変更日』)致します。留学期間や人数の変更によって生じる差額は返金対象とはなりませんので、各種オプ

ションでの充当をご検討ください。変更日が留学日を過ぎている場合、過ぎた日数に対する返金および変更の受諾は致しかねます。

変更後の留学日程によっては、講師の希望や個室のリクエストにお応えできなくなる場合がございます。

留学開始前のキャンセルについて

留学キャンセルのお申し出について

お客様都合によりご留学費用の入金後に本留学をキャンセルされる場合、以下の返金制度で対応させていただきます。キャンセルのお申し出は文書また

は電子メールのみ承ります。電話・口頭では受け付けいたしておりません。 当社が当社の営業時間内において、文書または電子メールによりキャンセ

ルのお申し出を承諾した時に本キャンセルが成立(以下『解約日』)致します。

返金額について

当社が提供する宿泊施設へのチェックイン日、あるいは宿泊施設の提供がない場合は授業開始日(以下『留学日』)と解約日により、下記の通り返金率を

定めております。ただし、留学時期を変更されたことのある方については、変更前の留学日とその変更日(『留学時期の変更について』に記載)の日数差

を用いて同様に返金率を算出比較し、そのうち最も返金率の低いものが適用されます。 返金額は、ご留学費用から控除項目(次項に記載)を引いた残額に

返金率を乗じて算出いたします。

※受講されている方のみ

※※予習等のため当社から事前にお送りしている方のみ

※※※各種割引特典を適用してお申込頂いている場合のみ



ー ー

留学開始後のキャンセルについて

留学キャンセルのお申し出について

やむを得ずご留学を断念される場合は、電子メールあるいは現地スタッフに直接お申し出ください。

返金について

ご留学後は以下のものを除き、いかなる理由があってもご留学費用の返金は致しかねます。

・現地にて既にお預かりしており、更新手続きを開始していない観光ビザ延長費用

・現地にて既にお預かりしており、更新手続きを開始していない ACR-I Card 取得費用

・既にお預かりしており、参加締切日が到来していないオプショナルツアー費用

原則、受領時と同じ通貨単位での返金となります。

授業コマ数保証制度について

下記に挙げるようなやむを得ない理由により、授業への参加意志があるにも関わらず留学中授業を欠席せざるをえない場合、あるいは当社が許可した場

合に 欠席したコマ数分の振替レッスンをお受けいただくことができます。留学中に振替レッスンの消化が困難な場合は、日本へ帰国後にオンラインレ

ッスンとして消化するか、次回留学時に受講するかをお選び頂けます。

・風邪・感染症・怪我などで授業の出席が困難な場合

・上記理由により、家族の看病が必要な場合

・紛失・窃盗被害等に遭い、警察へ行く必要がある場合

・台風その他の天災により到着日がずれ込んでしまった場合

・直系親族の不幸や病気による急な帰国

・仕事・その他法的な問題による急な帰国

・当社主催のオプショナルツアーに参加される場合

当制度の適用を希望される場合は、かならず欠席予定の授業開始前に現地スタッフへお申し出ください。事後に申請をされた場合、授業参加の意志が無

かったものとし、振替レッスンの付与をお断りする場合がございます。保証制度の有効期限は帰国後90日までです。期限が切れるまでにオンラインレッ

スンで消化して頂くか、次回留学をお申込ください。次回留学時期についての規定は設けておりませんが、お申込コースに該当授業数を追加してお受け

頂きます。お申込コースからの該当授業数の控除はできません。



ー 返金ポリシー ー

免責事項

https://www.forth.go.jp/destinations/country/philippines.html



