
MMBSのご案内



この値段で一人部屋！
大型校の中ではフィリピン最安値。 

誰にも邪魔されずに自分の時間で生活できます。



キンダーガーテンコース（3~6歳対象）
毎日たっぷり8時間（８：００～１７：００）の英語クラス。

クラスメイトと一緒に楽しみながら英語に親しむ。
クラス授業（７時間）　＋　マンツーマン授業（１時間） 

※クラス時間にはおやつの時間も含みます。 
朝昼晩のお食事は親御さんと一緒です。



基礎文法を確実に習得 
【スペシャルグラマーコース】 

文法力ゼロ、全く話せなくても大丈夫！ 
日本語の教科書を使って4週間で英語の基礎文法を習得するコース。 

文法を5段階の方法で理解と定着を促します。 



先生と一緒の生活で24時間英語漬け 
【同室プログラム】 
授業後も授業⁉１日で授業の２倍の効果⁉ 

月曜日から土曜日の朝食まで一緒に生活します。 
外国人と生活を共にするワーホリや海外留学の予行練習に最適。

オプシ
ョン 

コース



1. 学校内にクリニックがあり、無料で初期の診察が可能で健康管理は安心
2. 広大な敷地内に教室、寮、スポーツ施設が完備されたキャンパス式英語学校

3. 学校内だけで生活が出来る充実した学校施設と24時間警備員が常駐する安全な学校環境

4. 日本人スタッフが学校敷地内に常駐

5. 英語初心者が4週間で基礎文法を徹底的に学ぶコース

6. 授業は自分が勉強したい科目を自由にアレンジして自分好みのスケジュールを作成
7. 授業後も先生とマンツーマンで生活する「先生と同室サポート」

安心できる環境のMMBS



　MMBS 全体図 学校敷地は３ヘクタール（300m×100m） 
教室、寮、運動施設が整備されております。

４人部屋（団体寮）

２人部屋

２人部屋

２/３人部屋　

/Clinic

警備員が駐在しております。 
門の警備（24時間体制） 

夜間の校内巡回



SCHOOL DAYS



キンダーガーテンコース



正式名称 Man to Man Boarding School（MMBS）

所在地/住所
マニラ国際空港から車で約３時間・クラーク国際空港から車で約1時間
Sitio Paroba 2, Tibag, Tarlac City Philippines

代表電話 +63-45-982-2658 FAX +63-45-982-4234

設立年度 2000年 日本人スタッフ 在籍

講師数 約200名 学生定員 270名
マンツーマン教室 182室 グループ教室 31室

在籍学生の国籍
韓国　中国　日本　その他（台湾・ベトナムなど）
※国籍割合は時期により変動しますのでご了承くださいませ。

公式指定

SSP発給認定機関（ADD-01-157）2001年10月取得
TESDA認証機関
アメリカETSの公式TOEICセンター
アジアTESOL協会認定校

付帯施設
食堂、売店、自習室、インターネットルーム（PC3台）、クリニック、屋外休憩所、プール、バスケットコ
ート、バドミントンコート、卓球台、サッカーフィールド、ゴルフ練習場、多目的広場、マッサージ店

備考

1日3食付、部屋の掃除、洗濯物は無料で週に2回、24時間警備員常駐、門限あり
インターネットルームにPC3台。学校敷地内はWIFIを使用（フィリピンなので不安定です）
学校敷地内は飲酒禁止、喫煙は喫煙所のみ
スポーツ施設の利用時間は平日18～21時　祝・休日8～21時
門限：日-木　22時、金・土　24時

学校概要



MMBSは、マニラから124㎞北に位置するタルラックという地域にある学校です。最寄りの空港がクラーク空港のた
め、クラークエリアの学校としても認知されています。広大なサトウキビや田んぼなどの豊かな自然に囲まれた都市
です。ルソン島の中央にあるタルラックは交通網の中心地として栄え、地方都市として大型ショッピングモールやカ
フェなども数多くあります。豊富な交通ラインは24時間休みのないバスの運行でどこへ行くにも便利な地域です。乾
季にしか行けないピナツボ火山や多くの島があるハンドレッドアイランド、2～3時間でマニラやバギオなどの観光
地、少し足を伸ばせば世界遺産のビガンやバナウェイにも行くこともできます。勉強と息抜きのオンとオフをきっち
り分けたい人にオススメの学校です。

学校周辺環境の案内



留意事項

【厳守事項】
・アルコールの学校敷地内持ち込みは禁止
【門限】
　日～木（祝日も含む）：　22時
　金・土：　24時
【禁止事項】
• 学校敷地内での飲酒
• 異性の部屋への出入り
• 無断外泊
• 喫煙所以外での喫煙、または火事が起こりえる行為
• 他の滞在者への暴言・暴力・その他の迷惑行為
※違反した場合は1週間の外出禁止、または即日退学処分となる場合があります。

【その他】
• 授業は平日（月～金）のみです。
• 入学後（日・月）はオリエンテーションのため、授業は行われません。
• フィリピン政府より発令された祝日には授業は行われません。
• アチーブメントの日は入学から3週間以下の学生は通常授業、それ以上の学生はテストを行います。
• オプションクラスに参加する場合は事前予約(現地)が必要です。
• スポーツ施設の利用時間は決められておりますので、ご注意くださいませ。
　　
ゴルフ練習場：有料、休日　8～21時（平日不可、道具は私物使用）
サッカーフィールド：平日　17～18時　休日　8～18時
ジョギングコース：7～18時　
それ以外の施設（プール・バスケットコート・卓球など）：平日　18～21時、休日　8～21時　

留意事項



コース・スケジュール案内
Aコース 
intensive course
標準コース
5時間1:1授業+1時間ｸﾞﾙｰﾌﾟ授業

1対1のマンツーマン授業が5時間ある、１番人気のコース

Bコース
general course
集中コース
レベル：ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｯﾄ以上　
4時間1:1授業+4時間ｸﾞﾙｰﾌﾟ授業

マンツーマン授業だけでなくグループ授業も多いので、早く英語に慣れたい方へのおすすめコース

Gコース
Special grammar course
文法コース
4時間1:1授業+4時間ｸﾞﾙｰﾌﾟ授業

英語の知識が全くない方におすすめ！4週間で基礎英語を習得するコース

Sコース
special course
スペシャルコース
8時間1:1授業

マンツーマン授業が1日8時間ある、短期留学生におすすめのコース

TOEICコース
TOEIC course
2時間模擬テスト+1時間採点
+3時間1:1授業+2時間ｸﾗｽ授業

毎日の模擬TOEICでテストに慣れ、見直し、応用を重ねてTOEICの経験を積むコース

マンツーマン授業（1：1）
5時間　

グループ
1時間

マンツーマン授業（1：1）
4時間　

グループ（1：4）
2時間

グループ（1：8）
2時間

マンツーマン授業（1：1）
文法2時間　

グループ（1：4）
文法2時間

マンツーマン授業（1：1）
文法2時間　

グループ（1：4）
文法2時間

マンツーマン授業（1：1）
8時間　

TOEIC模擬テスト2時間 
+ カウンセリング1時間

5時間　

クラス授業
TOEIC/単語 2時間

マンツーマン授業（1：1）
TOEIC　3時間　



Aコース・Bコース 追加費用 

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 Sコース TOEICコース Gコース 同室サポート

1週間 60,000円 52,000円 48,000円 44,000円 ＋7,000円
＋14,000円

ー 15,000円

2週間 90,000円 84,000円 80,000円 74,000円 ＋14,000円 ー 25,000円

3週間 130,000円 124,000円 120,000円 111,000円 ＋21,000円
＋28,000円

ー 36,000円

4週間 160,000円 144,000円 135,000円 125,000円 ＋28,000円 ＋28,000円 45,000円

8週間 320,000円 288,000円 270,000円 250,000円 ＋56,000円 ＋56,000円 ※4週間のみ 90,000円

12週間 480,000円 432,000円 405,000円 375,000円 ＋84,000円 ＋84,000円 ー 135,000円

16週間 640,000円 576,000円 540,000円 500,000円 ＋112,000円 ※最大12週間 ー 180,000円

部屋設備（各部屋共通） 
ベッド・机・椅子・ＴＶ・エアコン・洋服棚・ランドリーバスケット・温水シャワー・トイレ・WIFI 
※学校内にWIFIはございますが日本とは比較にならないほど遅く、不安定です。ご了承くださいませ。 
希望者は冷蔵庫のレンタル可（月1,000ペソ）

留学費用①



キンダーガーテンコース 
（３～６歳）

滞在のみ 
（３歳以下）

滞在のみ 
（３歳以上）

1週間 47,500円 22,000円 31,000円

2週間 85,000円 35,000円 51,000円

3週間 112,500円 47,000円 71,000円

4週間 150,000円 55,000円 82,000円

8週間 300,000円 110,000円 164,000円

12週間 450,000円 165,000円 246,000円

16週間 600,000円 220,000円 328,000円

 
滞在1日3食付、部屋の掃除、洗濯物は無料で週に2回は含まれております。 
キンダーガーテンコース、並びに滞在のみの方はご家族の人数に合ったお部屋をご用意させて頂きます。 
親子留学の場合、６歳までのお子様に関して一人目はピックアップ費用は頂きませんが、二人目からは頂きます。

留学費用②



その他費用
お支払い先 項目 費用

日本でお支払い

入学登録金 15,000円

マニラ
空港指定入学日（団体） 6,000円
個人ピックアップ・指定入学日以外 15,500円

クラーク
空港指定入学日（団体） 4,000円
個人ピックアップ・指定入学日以外 10,000円

現地でお支払い

※学校からの金額変更、または政府発
令による急な金額の変更がある場合も
ありますので、ご了承ください。　

SSP（半年有効） 6,240ペソ
外国人登録身分証明カード（ACR I-CARD）
※8週間以下の留学の場合は不要

3,315ペソ

滞在ビザ延長費
（2～4週間の場合は不要）

5～8週間 4,130ペソ

9～12週間 9,730ペソ

13～16週間 11,130ペソ

17～20週間 14,760ペソ

21～24週間 16,160ペソ

学校IDカード・ゲートパス 250ペソ

寮の保証金 2,500ペソ、または5,000円
教材費（実費：個人により異なります） 50～850ペソ/1教科
電気代（実費精算：個人により異なります） 約500ペソ/月
お水代（留学期間分徴収致します） 200ペソ/週
メディカルチェック 150ペソ



払い戻し規定
キャンセル申込み時点 留学費用

出国前
出国3週間前 留学期間の100％を払い戻し致します。

出国3週未満 留学期間の90％を払い戻し致します。

出国後

授業開始後
4週間以内のキャンセルは不可能です。
4週間以降からキャンセルが可能です。

残期間4週間未満 払い戻しは致しません。

残期間4週間以上 留学期間の50％を払い戻し致します。

備考

・入学登録金は、お申し込み後のキャンセルに対して、ご出発前後に関わらず払い戻し致しません。ご返金時には、現地銀行側で
チャージされる海外送金手数料を差し引いた金額のご返金となります。
・研修期間が4週間未満の場合は残余期間に関わらず払い戻し致しません。
・お部屋タイプの変更による差額は残余期間に関わらず払い戻しは致しません。
・ご自身の都合による授業不参加・遅刻・欠席の場合は授業料の払い戻しや再授業は致しません。
・精神的疾患の病歴がある方、持病がある方、現在、治療を受けている方は必ず事前にご相談くださいませ。フィリピン現地で対
応が出来ない場合がございますので、留学をお断りさせて頂くことがございます。
・ご本人の病気により留学中止がやむをえない場合には、中止時点から休学とし、1年以内であれば留学を再開することができます
が、再開できなかった場合、残余期間に対する払い戻しは致しません。ただし、在学中に精神的疾患の発病および治療が必要と思
われる場合やその為に周囲の学生に被害が生じる恐れがある場合、医師や保護者に相談の上、留学の中止を勧告させて頂きます。
なお、その際は帰国する週の土曜日から残余期間週分の留学費用を全額返金させて頂きます。
・直系親族(親、兄弟、配偶者とその親と兄弟、子供)の不幸により留学中止がやむをえない場合には、中止時点から残余期間に対す
る授業期間の全額を払い戻し致します。
・本校の規定を破り退校処分になった場合、終了予定期間に関わらず払い戻しはありません。
・本校外で起きた事由および天災地変(台風、停電、地震、他)等の不可抗力事由による休講については、本校の免責事項となりま
す。
・フィリピン政府により発令された休日に従い、休校となります。それに対しての払い戻しや再授業は致しません。
・払い戻しの起算日はお申し出受付の翌週としますが、払戻し金額は土曜日からの週算定となり、１週間に満たない場合は切り捨
てと致します。返金は帰国後1ヶ月以内にお申し込み頂いた留学代理店より返金されます。


