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PhilAce 学校紹介資料 

フィリピンの軽井沢タガイタイに立地するリゾート型語学センター 
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1.位置情報 

タガイタイ 
マニラ近郊の避暑地として人気が高い自然溢れる環境が魅力のタガイタイ。 
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2.学校施設  
学校内の様子 

カフェテリアは、食事をしながらのコミュニケーションの場に。ネットルームは無料でご自由にご利用いただけます。 
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3.語学学校紹介 

学校メイン 
授業風景及び学校内の風景 
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4.学校寮 

ドミトリー 
明るく清潔なドミトリー。お部屋も広く、自由に快適にお過ごしいただけます。 
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学校概要 

正式名称 PHIL-ACE ENGLISH ACADEMY 

所在地 
＃23 Barangay Upli Alfonso, Cavite  Philippines.  

※マニラ国際空港から車で約2時間 

TEL 070-8612-8365（ IPフォン ） FAX 

設立年度 2010年 学生定員 125名 スタッフ数 韓国人:7名、 日本人:１名 

レッスンルーム 
マンツーマン 40室 

グループ 7室 

スタディル
ーム 

自習室 

1室 
講師数 44名 

在籍生国別比率  韓国 :75%  その他 :25%（日本・中国 ・台湾・ タイなど）※期間やコースにより異なります 

公式指定 ･ SSP発給認定機関 ･ TESDA 

主な特徴 

 

・涼しい気候と澄んだ空気の高原で勉学に適した地域 

・歓楽街がないフィリピン有数の安全な地域 

・自然親和的キャンパス  

・有能で明るい講師陣 

・多様なアクティビティ 

・多様な国籍比率 

メモ 

フィルエースが位置するタガイタイはマニラから約１時間程のCavite州に属し、海抜700mの高原で特異
な火山景観と涼しい気候でマニラの富裕層の週末旅行地として人気があります。 

冷房が不要の過ごしやすい地域でありながら、マリンスポーツを始め多様なアクティビティを楽しめる地
域です。 

周辺には別荘地や、ゴルフ場、乗馬クラブなどもあり、勉学だけでなく休養地としての楽しみも満載！！ 

5.学校詳細 

学校概要・紹介 
2007年創立のリゾート方語学センターです。タガイタイは日本の軽井沢のような休養地で治安の良さと涼しい気候の地域です。 
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コース 構成 

授業プラン 

General 

(セミスパルタ) 

 
 
 

 

General 

(スパルタ) 

6-1.授業プラン概要 

授業プラン（コース）・レッスン内容 
授業プランは2コース。毎月実施のレベル評価テストで成果フォローアップします。 

マンツーマン 4時間 

グループ(1:6) 3時間  

TOTAL９時間(正規7時間＋フリー２時間） 

マンツーマン 3時間 

TOTAL12時間（正規10時間＋フリー2時間） 

無料クラス 

無料クラス 無料VOCAクラス 

グループ1時間  

グループ1時間  グループ1時間  グループ(1:6) 4時間  

※スパルタコースは平日の外出はできません。セミスパルタコースは17:30より外出可能です。 

(門限20時、飲酒不可) 

※無料VOCAクラスは19:00-19:50のクラスもございます。(時間、先生の指定はできません) 

※初日のレベルテストでビギナーと判定された場合、スパルタコースになります。セミスパルタへの変更はできません。 

※セミスパルタ、スパルタ共に料金は同じです。 

16:40-17:20 

無料VOCAクラス 

グループ1時間  

18:00-18:50 

18:00-18:50 

強制自習 

3時間  

20:00-23:00 
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コース 構成 

授業プラン 

Premier 

(セミスパルタ) 

 
 
 

 

Premier 

(スパルタ) 

6-1.授業プラン概要 

授業プラン（コース）・レッスン内容 
授業プランは2コース。毎月実施のレベル評価テストで成果フォローアップします。 

マンツーマン 5時間 

グループ(1:6) 3時間  

TOTAL10時間(正規8時間＋フリー２時間） 

マンツーマン 4時間 

TOTAL13時間（正規11時間＋フリー2時間） 

無料クラス 

無料クラス 無料VOCAクラス 

グループ1時間  

グループ1時間  グループ1時間  グループ(1:6) 4時間  

※スパルタコースは平日の外出はできません。セミスパルタコースは17:30より外出可能です。 

(門限20時、飲酒不可) 

※無料VOCAクラスは19:00-19:50のクラスもございます。(時間、先生の指定はできません) 

※初日のレベルテストでビギナーと判定された場合、スパルタコースになります。セミスパルタへの変更はできません。 

※セミスパルタ、スパルタ共に料金は同じです。 

16:40-17:20 

無料VOCAクラス 

グループ1時間  

18:00-18:50 

18:00-18:50 

強制自習 

3時間  

20:00-23:00 
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6-2.授業プラン概要 

授業プラン（コース）・レッスン内容 
マンツーマンをベースに1人1人のレベルに合わせたオーダーメイドの授業スタイルです。 

区分 内容 備考 

平日基本レッスン 

(1クラス50分) 

【レッスン構成】 
 ◆1:1 ・会話       ・パターン 
      ・ライティング   ・リーディング 
       
 
 ◆1:6 ・グラマー      ・リスニング(TOEIC・TOEFL) 
      ・スピーキング    ・ビジネス 
      ・ワーキングホリデー 
 
  
※ワーキングホリデークラスは、主にオーストラリアで使われる独特な英語に 
ついて学習します。 

 

スケジュール  
朝食7：20 ~ 8：00 
①08:00 ~ 08:50 
②09:00 ~ 09:50 
③10:00 ~ 10:50 
④11:00 ~ 11:50 

昼食11:50 ~ 12:40 
⑤12:40 ~ 13:30 
⑥13:40 ~ 14:30 
⑦14:40 ~ 15:30 
⑧15:40 ~ 16:30 

夕食17:10 ~ 18:00 

無料選択クラス 

(50分) 
レベル別に分かれたグループレッスンです 

スケジュール 
⑨16:40 ~ 17:30 

無料VOCAクラス  

（50分） 

【レッスン構成＆形式：グループ授業】 

 ボキャブラリークラス 
     

 
スケジュール 

⑩18:00 ~ 18:50 
または 

⑩19:00 ~ 19:50 
（選択不可） 
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区分 種別 詳細 

付属寮 
（Dormitory） 

 

1人部屋：6室 

学校併設の付属寮です。1日3食付き・清潔で機能的な設備がシンプルに完備さ
れています。掃除と洗濯も含まれております。 

 

［付帯設備］ 

 

トイレ、温水シャワー、机、椅子、ベッド、クローゼット、本棚、扇風機、 

※冷蔵庫は各部屋にはございません。（1500ペソ/4週でレンタル可能） 

 
 

 2人部屋：8室  

3人部屋：16室 

4人部屋：5室 

備考 

※定められた場所で無料インターネット可（無線LAN） 

※1日3食付 

※掃除、洗濯サービス（週３回） 

※室内禁煙 (各階に喫煙場所あり) 

※マッサージルームあり （平日：10:00～22:00 10分：75ペソ 45分：200ペソ） 
 

7.滞在寮概要 

滞在プラン・寮タイプ別詳細 
学校と同じ敷地内の付属寮へのご滞在となります。 

滞在プラン 学校付属寮(学校敷地内併設)滞在のみ  
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留意事項 

【遵守事項】 
      
    
   平日外出可能  (門限：平日20:00) 
       ※総合スポーツ施設有 

 
【禁止事項】 

 
       ・学校内での飲酒禁止 
       ・異性の部屋への立入禁止 
       ・指定場所以外での喫煙禁止 
       ・学校敷地内への部外者の立入禁止 

 
 

 ※ 学校規定の禁止事項をお守り頂けない場合は、警告なしで即退校処分とする場合があります 
 

【その他】 

・入学初日はレベルテストおよびオリエンテーションのため授業は行われません 

・週末は休校となります 

・フィリピンの公休日および学校が独自に定めた休日も授業は行いません 

・休日はお申し込み時に確定していない場合もありますので、予めご了承下さい 

8.その他の事項 

留意事項 
お客さまが英語留学に集中して取り組んで頂き、快適にお過ごし頂くための留意事項です。 
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区分 金額 

その他の費用 
(日本にてお支払い) 

入学登録金          15,000円 

滞在手配料(海外送金手数料込)         5,000円 

現地実費費用 

(現地学校にてお支払い) 

SSP発行費                
   6,000ペソ ※21日以上滞在の方  

※要証明写真2枚(白背景で4.5cm×3.5cmのもの) 

 外国人登録身分証明カード 

 （ACR I-CARD）            
   3,000ペソ(59日を越える滞在の場合)  

VISA延長費 

(21日以内のご滞在の方は不要) 

  ・初回  3,530ペソ(入国から59日まで)  

  ・2回目 4,800ペソ(1回目+30日) 

  ・3回目 2,830ペソ(1回目+2回目+30日) 

  ・4回目 2,830ペソ(+30日） 

  ・5回目 2,830ペソ(+30日）※以降は現地スタッフへお尋ね下さい 

空港お迎え費用 
 ピックアップ 3,000円（日本でお支払）※センディング2,524ペソ 

（センディングをご希望の方は現地でその旨ご連絡下さい） 

 教材費※（4週間） 
教材費 1,000ペソ 

※教材費：追加の購入が無かった場合は残額を返金 

電気代（4週間）  1000ペソ（一律）（1~3週間は 250ペソ/1週） 

寮保証金＋ルームキー保証金  2,500+500ペソ(帰国時返金致します) 

◇その他諸費用 

※現地実費費用は、急激な為替変動その他諸状況により変更になる場合があります。 

9.現地お支払金について 

その他諸費用 
授業料・寮費以外のその他お手続きにかかる諸費用一覧です。 
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キャンセル申込み時点 寮費  授業料  

出国前 
出国2週間前 全額払い戻し  全額払い戻し 

出国2週未満 １週間分を除き払い戻し 全額払い戻し 

出国後 

入学後2週以内 50％払い戻し 

入学後4週以内 25％払い戻し 

入学後4週以後 払い戻しなし 

備考 

 

・入学登録金と海外送金手数料はいかなる場合においても払い戻しできません  

 

・入学後のクラスや寮の変更に対する払い戻しはできません 

 

・本人の疾病または直系家族の疾病等によりやむを得ず留学を中断する場合には、 

   残りの授業料と寮費の35%が払い戻されます（診断書の提出必須）  
 
・既に払われたSSPおよびビザ延長費、送迎費用などは一切払い戻しできません 
 
・学校の内規によって退校処分を受けた学生に対しては一切払い戻しはできません 
 
・払い戻しは書面による申請後、本人の口座に送金されます 
 

10.払い戻し規定 

払い戻し規定   
キャンセル時の払い戻し規定詳細。  
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11.アクティビティ 

各種アクティビティのご案内 
英語レッスン以外にも様々なアクティビティをご案内しております。 

 

タガイタイホースライディング 

ラグナ温泉 Matabungkay マリンアクティビティ 

Fortune アイランドピクニック 

タガイタイゴルフツアー 


