
No.11 

Bayside English Cebu 

エージェント様用学校情報（Prmeium／RPC） 

 

 

※内部資料となりますので、取扱いにご注意ください 

※第三者への提供は固くお断りします（学生様には No.4「規約・校則・スクールインフォメーション」をお渡し下さい） 

 

 

 

A.入学に関しての事前情報 

 

①学生への事前配布資料 

項目 詳細 

配布資料 

①「スクールパンフレット」「留学サポートガイド」「祝日表」 

②「規約」「校則」「スクールインフォメーション」 

※「規約」「校則」「School information」については申し込み前に学生様より事前了承を得てください 

 

②入学条件 

項目 詳細 

入学条件 
①Baysideの「規約」「校則」「スクールインフォメーション」に同意していること 

②海外旅行保険に加入していること 

海外旅行保険 

・クレジット付帯保険可（利用条件や保証内容については各カード会社へ問い合わせください） 

・保険会社によっては出国証明（パスポート出国スタンプ）が必要な場合あり 

・空港にて自動出入国審査サービス（自動化ゲート）を利用する場合、出国スタンプが押されない場合があります

が、その場合は航空チケット半券（Eチケット不可）が出国証明となります。 

※自動化ゲートご利用予定の方には、往路チケット半券を保管するよう事前にご案内ください 

 

③受け入れ対象 

項目 詳細 

Premium ・一般留学・・・・・・20歳以上（19歳以下の学生受け入れ不可）の留学 

RPC 

・一般留学・・・・・・18歳以上（高校生を除く）の留学 

・家族留学・・・・・・1歳～18歳（大学生を除く）のお子様を含む家族・親族での留学 

・未成年単身留学・・・15歳～18歳（大学生を除く）の単身留学 

 

 

 

 

 

 

 



④サポート費用 

親子留学 

サポート費用 

・親子留学学生を対象としたサポート（親子留学の定義は③参照） 

・内容は別紙「親子留学・未成年単身留学サポート内容」参照 

・費用は別紙「留学費用一覧」参照 

未成年単身留学 

サポート費用 

・未成年単身留学学生を対象としたサポート（子ども留学の定義は③参照） 

・内容は別紙「親子留学・未成年単身留学サポート内容」参照 

・費用は別紙「留学費用一覧」参照 

団体 

サポート費用 

・団体留学学生を対象としたサポート・ 

・費用は別紙「留学費用一覧」参照 

※サポート費用は支払い必須となります 

 

⑤コース 

コース選択 
・すべての学生がコース選択必須 

・ベビーシッターコースは未就学児もしくは学校が必要と認めた場合選択可 

 

⑥費用 

費用 ・費用は「事前支払い費用」と「現地支払い費用」の 2つ 

事前支払い費用 

・入学前に支払い（日本円払い） 

・費用は「留学費用一覧」参照 

・口座情報は「銀行情報」参照 

現地支払い費用 

・現地にて支払い（ペソ払い） 

・費用は「留学費用一覧」参照 

・口座情報は「口座情報」参照 

 

⑦現地での変更・延長・キャンセル 

項目 詳細 

現地コース変更 ・費用は「コース変更に伴う差額分＋変更手数料1万円」（差額分の返金なし）  

現地キャンパス変更 ・費用は「キャンパス変更に伴う差額分＋現地キャンパス変更手数料3万円」（差額分の返金なし）  

現地部屋タイプ変更 
・費用は「差額分」（差額分の返金なし）＋「現地必要経費の差額分」 

・同タイプへの部屋変更不可（single→single、twin→twin、triple→triple） 

延長 
・直前の延長申請の場合、部屋・講師確保の関係上お断りする場合あり 

・直前の延長申請の場合、担当講師が変更となる場合あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.入寮日・入学日・退寮日 

 

①入寮・退寮 

入寮・入学・退寮 

入寮日（日曜日） 

・日曜日の朝 9:00より入寮可（9:00以前の入寮の場合は前泊費用必要） 

入学日（月曜日） 

・スケジュールは「オリエンテーション」「レベルテスト」「ショッピング」「両替」 

・入学日は通常授業なし（火曜日より通常授業） 

・月曜日が祝日の場合でもオリエンテーション等は行われます 

退寮日（土曜日） 

・土曜日の昼 12時までに学校退寮 

・土曜日の昼 12時以降校内に滞在される場合、延泊費用が発生 

※日曜日 9:00AM より前の入寮、もしくは土曜日 12:00 を超えての退寮をご希望の場合、前延泊費用が発生します

ので、その旨生徒様にご案内ください。 

 

②前泊／延泊 

内容 

・通常、日曜日（朝 9時）入寮・土曜日（昼 12時）退寮 

・空室がある場合、土曜日入寮・日曜日退寮等の調整可 

・時期によってはお断りする場合あり（特に繁忙期は難しい場合あり） 

・前泊・延泊は合計最大 3泊まで 

費用 ・「留学費用一覧」参照 

 

③ピックアップ 

サービス内容 ・空港到着時、空港から学校までの送迎サービス（有料）／24時間 365日対応 

申し込み ・事前申し込み、事前支払い 

対象 
・入学者全員  

※未成年単身留学者は利用必須 

費用 ・別紙「留学費用一覧」参照 

備考 

・空港もしくはマクタン島内から 

・マクタン島外からのサービス利用不可（セブシティやマンダウエシティからの送迎不可） 

・フライトの遅延・スケジュールにも対応 

 

④センドオフ 

サービス内容 
・退寮時、学校から空港までの送迎サービス（有料） 

・24時間 365日対応 

申し込み ・事前申し込み、事前支払い 

対象 
・「親子留学」「未成年単身留学」「シニア留学（60歳以上）」対象学生のみ 

 ※未成年単身留学者は利用必須 

費用 ・別紙「留学費用一覧」参照 

備考 

・空港もしくはマクタン島内まで 

・マクタン島以外へのサービス利用不可（セブシティやマンダウエシティへの送迎不可） 

・フライトの遅延・スケジュールにも対応 



C.授業関係 

 

①授業 

マンツーマンクラス 

・マンツーマン授業は教科変更可 

・「Speaking」「Listening」「Reading」「Writing」「単語」「文法」「発音」の 7教科より選択可 

・現地オフィスにて受付 

グループクラス ・グループクラスは教科変更不可（グループクラスは学校が指定する教科にて実施されます） 

 

②追加授業 

追加授業 
・追加授業可（初日月曜日午後・空き時間・土日祝日） 

・「50分×2」が 1セット 

申し込み 

・入学日前（到着日等）もしくは入学日（月曜日）に追加授業希望の場合、事前申し込み必須 

・入学日翌日以降の追加授業は現地にて申込み可 

・教科希望がある場合、事前申請必須 

費用 ・費用は「留学費用一覧」参照、現地支払い 

備考 ・直前のお申込みや祭日の場合、講師手配の関係上追加授業をお受けできない場合あり 

 

③テキスト 

テキスト 

・現地にて教科書配布（費用は現地払い） 

・1-2週間滞在生徒 →初週水曜日まで教科書変更・返品可（汚れ、破損、書き込みがないことが条件） 

・3週間以上滞在生徒→初週金曜日まで教科書変更・返品可（汚れ、破損、書き込みがないことが条件） 

 ※上記期限後は教科書の変更・返品不可 

 

④講師 

講師 

・講師は英語教師としてトレーニングを受けたフィリピン人（ネイティブ講師なし） 

・講師変更申請は月曜日から水曜日の間 

・月～水での講師変更申請→翌週月曜日より講師変更 

・木～金での講師変更申請→翌々週月曜日より講師変更 

 

⑤休校日 

休校日 

・土日祝日および学校指定日は休校日 

・休校日は別紙「休校日一覧」参照 

・フィリピン政府により急遽休日が発表される場合あり（授業は休校となり補講・振替等なし） 

※留学期間中の休校日予定、ならびに急遽休校日となる場合がある旨を生徒様へご案内ください 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.生活関係 

 

①スケジュール 

項目 詳細 

授業イメージ 

イメージ① 

8:00 起床・朝食 

9:10 授業開始 

13:00 昼食 

14:10 授業開始 

18:00 フリークラス 

19:10 夕食 

イメージ② 

8:00 起床・朝食 

9:10 授業開始 

12:00 昼食 

13:10 授業開始 

18:00 夕食 

19:10 フリークラス 

※開始時間、食事時間、フリークラス時間は、時期や生徒数およびその他の理由により変更となる場合があります 

 

②食事／サービス 

食事 

・1日 3食提供（時間指定あり） 

・指定時間以外の食事提供不可／食堂からの持ち出し不可 

※夕食時間以降に学校到着予定の場合、カップラーメン等の軽食持参をお勧め致します 

洗濯 

・無料ランドリーサービスあり 

・提出後、1～3日で返却（天候や時期により変動） 

 ※利用前に紛失、破損、色落ち等に対し事前承諾必須 

WI-Fi スポット 
・校内に無料Wi-Fiスポットあり 

 ※安定したWi-Fiの提供をお約束するものではありませんので予めご了承下さい 

 

③ドクター往診 

内容 ・フィリピン人ドクターによる無料往診サービス（セブドクターズホスピタルより往診） 

往診日 ・毎週金曜日／ドクターの都合により日程変更・休診の場合あり） 

利用条件 

①キャッシュレス（CL）サービス該当の海外旅行保険に加入していること 

②パスポートに出国印が押印されていること 

※出国時に自動入国審査サービス（自動化ゲート）をご利用される場合、出国印が押印されない場合があります。自

動化ゲートをご利用される場合は窓口にて出国印押印を希望するか、往路航空チケットの半券を保管するようにして

ください。チケットの半券が出国証明となります（Eチケット不可） 

CLサービス非該当 

の場合 

・CLサービス非該当保険の場合、無料往診サービス利用不可（病院にて受診は可） 

・学生様ご自身で費用をお支払い頂き、帰国後に保険会社に費用を請求して頂くかたちとなります 

ケガについて 
・日本からのケガ・病気等は保険対象外となる場合があります 

・詳しくは各保険会社の利用条件をご確認ください 

※現地キャッシュレスサービスご希望の生徒様には、事前に保険会社に確認するようご案内ください 

※保険の種類によってはキャッシュレスサービス利用のためにパスポートの出国スタンプ証明が必要となる場合がありますが、自動出入国審査サ

ービスを利用しての出国の場合、パスポートに出国スタンプが押印されない場合があります。自動出入国サービスを利用される生徒様には、出国

時にパスポートへの出国スタンプ押印を希望するか、出国証明のため航空チケットの半券（Eチケット不可）を留学中は保管するようご案内ください。 

 

 

 



E.外出関係 

 

①外出規則 

外出制限 
・18歳以上（高校生を除く）は基本的に外出制限なし 

・18歳以下（大学生を除く）は基本的に外出制限あり 

門限 ・25時（翌朝 1時）／朝 1時～5時の間は外出不可 

外出規則 

※一般留学 

・18歳以上（高校生を除く）は門限 25時（翌朝 1時） 

・18歳以下（大学生を除く）を連れての外出不可（罰則対象） 

外出規則 

※家族留学 

・18歳以下（大学生を除く）の学生は保護者同行なしの場合、外出不可（外出時は保護者同行必須） 

・18歳以下（大学生を除く）の学生は他学生同行での外出不可（罰則対象） 

外出規則 

※未成年単身留学 

・18歳以下（大学生を除く）は外出不可 

・他学生同行での外出不可（罰則対象） 

・講師付き添いサービスにて外出可 

・学校紹介アクティビティ参加可（講師同行サービス不要） 

備考 
・夜間外出や狭道の利用は控えて下さい。外出の際は持ち物から目を離さないようご注意ください。また、クラブ（マン

ゴースクエアや LOTUS等）、KTV・カルボンマーケット、Cityのジプニーの利用はお控えください 

 

②講師付き添いサービス 

講師付き添いサービス 
・未成年が外出する場合、当校講師が保護者に代わり外出時の安全管理を行います 

・未成年の外出が本人もしくは学校にとって不適切と判断された場合、提供をお断りする場合あり 

対象者 
・15歳～18歳以下（大学生を除く）の学生 

・上記学生は保護者もしくは講師付き添いサービスなしに外出不可 

費用 
・費用：1時間 100ペソ 

※講師にかかる費用（交通費、食費、入場料等）は全額学生負担 

利用時間 ・利用可能時間: 平日→17:00～20:00、土日祝日→8:00～20:00 ※外泊不可 

外出可能範囲 ・外出可能範囲: マクタン島内のみ（セブシティ、マンダウエシティ不可） 

備考 

・18 歳以下（大学生を除く）は、保護者(親族)もしくは講師（講師付き添いサービス：有料）の同伴がない場合は外出

禁止です。外出した場合その学生は退学となります。また、一般学生が 18 歳以下（大学生を除く）を連れ出した場

合、その学生も同様に退学となります。 

 

③外出時の注意点 

注意点 

・夜間外出や狭道の利用はお控え下さい、人気のない道の利用はお控え下さい 

・外出の際は持ち物から目を離さないようご注意ください（バッグは前掛け） 

・バイクタクシー（ハバルハバル）の利用は危険ですのでお控え下さい 

・セブシティ、マンダウエシティでのジプニー利用はお控え下さい（混雑が多くスリ被害が多発） 

・クラブ（マンゴースクエアや LOTUS等）、KTV・カルボンマーケット、ダウンタウンへの立ち入りは危険ですのでご注意く

ださい 

 

 

 

 

 



F.キャンパス概要 

 

①Premium Resortキャンパス 

項目 詳細 

Premium Resort 

キャンパス 

概要 

セブリゾートのマクタン島半島先端に位置するキャンパスは、リゾートホテルを改装してオープンした 20 歳以上限

定の大人のためのリゾート型キャンパスです。高級リゾートホテルの並びに位置するキャンパスは、海を望みながらリ

ゾート気分を堪能できる静かなロケーションで勉強には最適の環境です。校内にはオーシャンビューカフェテリア、プ

ライベートオーシャン、ジャグジー付インフィニティプールがあり、授業後には校内のシーサイドBARにてお酒を飲みな

がらリラックスして頂くことができるなど、 “大人のセブリゾート留学”を十分に体感頂けるキャンパスとなっております。 

Premium Resort 

キャンパス 

設備 

①最大生徒数 約 50人 

②寮       37部屋（1～3人部屋）  

※スペシャルルーム（オーシャンビュールーム）にアップグレード可（有料） 

③国籍比率  日本 70-90% ※時期により異なる 

④校内設備  自習室、Wi-Fiスポット、BAR（定休日あり）、プライベートオーシャン 

オーシャンビューカフェテリア、プール（清掃時は使用不可） 

スペシャルルーム（オーシャンビュールーム）※有料 

※Wi-Fiは安定した接続を保証するものではりませんので予めご了承ください 

⑤寮設備    クーラー、冷蔵庫、温水シャワー、水洗トイレ、収納ケース、机、椅子 

⑥食事     毎日 3食提供 

⑦サービス   寮内清掃（週 1-2回）、シーツ交換（週 1回）、 

洗濯サービス ※受け取りまでに 1～3日（人数や気候により変動） 

 

②RPCキャンパス 

項目 詳細 

概要 

セブリゾートのマクタン島西部に位置するキャンパスは、インターナショナルスクールが併設された子ども達の笑顔

溢れるリゾート型キャンパスです。インターナショナルスクールには幼稚園から高校 3 年生までが在籍しており、休み

時間などに英語を使ってコミュニケーションすることが可能です。また、広大な敷地には自然が溢れ、のびのびとした

環境の中で英語を勉強して頂くことができます。 

設備 

①最大生徒数 約 100人 

②寮        30部屋（1～3人部屋）  

③国籍比率   日本人 70～90％、韓国・中国・台湾 10～30％ ※時期により異なる 

④校内設備   自習室、Wi-Fiスポット、売店（定休日あり）、プール（清掃時は使用不可） 

※Wi-Fiは安定した接続を保証するものではりませんので予めご了承ください 

⑤寮設備     クーラー、冷蔵庫、温水シャワー、水洗トイレ、収納ケース、机、イス 

⑥食事      毎日 3食提供 

⑦サービス    寮掃除（週 1-2回）、シーツ交換（週 1回）、 

洗濯サービス ※受け取りまでに 1～3日（人数や気候により変動） 

 

 

 

 

 



G.入国関係 

 

①入国・出国関係 

項目 詳細 

パスポート ・パスポート期限が「海外での予定滞在日数＋6か月」を満たしている必要あり 

 ※フィリピン大使館 HP より引用 

※パスポート残余期間が「海外での予定滞在日数＋6か月以上」を満たしていない場合、生徒様に事前にフィリピン大

使館にお問合せするようお伝えください。実際には予定滞在日数を満たしていれば渡航できる場合もありますが、フィリピ

ン大使館の発表ではあくまで「外での予定滞在日数＋6か月以上」となりますので、そちらに準ずるご対応をお願い致し

ます。 

VISA ・日本国籍の場合、フィリピン入国と同時に自動で 30日間の観光 VISAが発行されます 

・30日以内のフィリピン滞在であれば VISA申請不要 

・30日を超える滞在の場合、VISAの申請必須（学校が代行申請） 

※日本国籍以外の方は VISAの申請システムが異なります。詳しくは大使館にお問合せください。 

航空券 

・観光 VISAにてフィリピン入国する場合、1年以内の復路航空券もしくは第三国への出国航空券が必要 

・往路のみの航空券だけではフィリピン入国不可 

・航空会社、旅行会社によっては 30 日を超えるフィリピン滞在に対し、事前に日本にて VISA 申請を求められる場合が

あり 

※復路航空券もしくは第三国への出国チケットを取得するよう事前にご案内ください。 

※航空会社もしくは旅行会社より事前 VISA申請を求められた場合、航空会社もしくは旅行代理店にお問い合わせする

ようご案内ください 

WEGについて 

・WAIVER OF EXCLUSION GROUND（WEG） 

・フィリピン国籍以外の 15歳未満の未成年者（日本人含む）が単独もしくは親（離婚している場合は親権 

者）の付き添い無しにフィリピンへ渡航する場合、事前に日本で WEG 申請が必須（同行者が祖父母、兄弟、親戚等の

場合でも手続き必須） 

・申請許可までには数週間かかる場合があるため、早めのお問い合わせを勧め 

・BaysideではWEGサポートは行っていないため、詳しくは直接大使館にお問い合わせ 

・フィリピン共和国大使館ホームページ 

http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/waiver-of-exclusion-ground-weg/ 

※15 歳未満のお子様が両親の付き添いなしに留学される場合、WEG 申請が必要となりますので事前にご案内くださ

い。祖父母様とお孫様が留学される場合や親戚同士の留学の場合もWEG対象となります。時期によっては1か月以上

かかる場合もございますのでお早めのご案内をお勧めします。 

空港使用税 

（国際線） 

・フィリピンから出国する場合、空港使用税の支払い必須 

・航空券に含まれている場合もあるため、詳しくは航空会社等に直接確認 

ACR-I カード 

・60日を超えるフィリピン滞在の場合、外国人登録証（ACR-Iカード）の取得が必要 

・平日日中に学校スタッフと1度イミグレーションに同行して頂く必要あり 

・移動を含め所要時間2-3時間程度（イミグレーションの混雑状況により異なる） 

・行政手続きとなるため、授業の振り替えや返金なし 

※イミグレーションでは、露出の高い衣服（ショートパンツ、ショートスカート、ノースリーブ、サンダル等）は立ち入りを制限

される場合があります。60日を超えるフィリピン滞在予定の生徒様には、露出の少ない衣服（長ズボン、短すぎないスカ

ート、靴）を持参するようご案内ください（現地での購入も可）。 

 

http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/waiver-of-exclusion-ground-weg/

