
セブ医科大学提携ESLセンター
Cebu Doctor’s University (CDU) ESL Center

1 日のサンプルスケジュール
 7:00 ～ 

 8:00 ～ 8:50

 9:00 ～ 9:50

10:00 ～ 10:50

11:00 ～ 11:50

12:00 ～ 

13:00 ～ 13:50

14:00 ～ 14:50

15:00 ～ 15:50

16:00 ～  16:50

17:00 ～ 18:00

朝食

マンツーマンレッスン①

自由時間

グループレッスン①

マンツーマンレッスン②

昼食

マンツーマンレッスン③

マンツーマンレッスン④

マンツーマンレッスン⑤

グループレッスン②

夕食

日 程

14：00 ～ 15：00：成田発　　空路、セブ島へ
18：00 ～ 19：00：セブ島着
到着後、出迎えを受け、滞在先へ

[ 学生寮 ]

セブ医科大学提携 ESL センターにて
【午前】　レベルチェックテスト受験
【午後】　学校日本人スタッフによるオリエンテーション
　　　　*学校施設内の説明を受け、ショッピングモールへ
　　　　　両替や日用品購入等に行きます。

[ 学生寮 ]

いよいよ英語研修です。
◆1日 8レッスン　（08：00 － 17：50）
マンツーマンレッスン：5 、グループレッスン：3
【4日間で合計 32 レッスン受講】

[ 学生寮 ]

終日：アイランドホッピングツアー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ 学生寮 ]

学校手配の車にて空港へ移動、チェックイン
14：30 ～ 16：00：セブ島発　　空路、帰国の途へ
20：00 ～ 21：00：成田着
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日程表

※上記は 2月 1日時点のスケジュールとなります。時間等は予告なく変更となる
場合がございます。
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★日~木曜日は 22：00、金曜日・祝前日は
　24：00 の門限があります。

グループレッスンイメージグループレッスンイメージ

寮寮寮
滞在滞在

記載情報は 2019 年 2月現在のものであり、予告なく変更となる場合があります。

【旅行代金に含まれるもの】
●日程表に明記されたエコノミークラスの航空券　●空港から滞在
先への往復送迎費用　●入学金・授業料・教材費　●学生寮滞在費
用（電気・水道代含む）　●食事条件に明示された食事代　●学生寮
でのランドリーサービス　●7日目のアイランドホッピングツアー
●航空保険料　●現地就学ビザ（SSP 代）

【旅行代金に含まれないもの】
（上記以外は旅行代金に含まれておりません。その一部を例示いたし
ます。赤字部分は旅行代金と合わせてのお支払いが必要です。）
●日本の空港施設使用料（成田：2,610 円は旅行代金と一緒にお支
払いください。
●燃油サーチャージ（10,000~12,000 円）
　※2019 年 2月 1日時点の目安で変更となる場合があります。
●国際観光旅客税（日本出国税：1,000 円）
●現地空港諸税（850 ペソ / 帰国時空港払い）　●超過手荷物料金　
●海外旅行保険費用　●個人諸費用（自由行動中の費用、電話代、
医療費、トイレットペーパーなどの生活必需品など）

お一人様旅行代金
東京発着（2人相部屋）

※海外旅行保険【あんサポ 24】加入が必要です。

このコースは観光(査証免除)で入国するためビザの事前
取得は不要です。現地就学ビザ(SSP)切替手続きは、
現地にて学校が代行します。
詳細は、ご出発前にお送りする最終書類にてご案内
いたします。

■最 少 催 行 人 員：
■添乗員：

■宿泊：
■食事条件：
■利用予定航空会社：

10 名
生協スタッフが同行いたします。
また、語学学校では、現地学校スタッフ
もサポートいたします。
学生寮（2人相部屋）
1日 3食
フィリピン航空

旅行代金に含まれておりません。
別途、10,000~12,000 円が必要となります。
（2019 年 2月 1日現在の目安）

燃油サーチャージ

校舎イメージ校舎イメージ

教室棟では、母国語禁止ゾーンを設けています。ここでは、学
生も講師も必ず英語を話します。その他、マッサージルーム、
カフェ、売店、クリニック、自習室等学習や生活をするのに快
適な空間を提供しています。

医科大学提携語学学校で質の高い実践的な授業を提供
CDU ESL はセブ島で名高い医学大学の提携校です。校舎は大学敷地内にはありませんが、
CDU医大学生と同じ寮を共有していますので、寮内、ラウンジ、食堂、コモンルーム等で
現地大学生との交流が期待できます。短期間でも英語の基礎を築き、バランスの取れた力
の向上を目指します。

マンツーマンレッスンイメージマンツーマンレッスンイメージ

マンツーマンで自分の弱点を
この夏こそ克服！

セブ島留学の魅力は、なんといってもマンツーマンレッスン！
とくに今回のコースでは、1日の 7レッスンの内、5レッスンが
マンツーマン。この夏こそ、自分の弱点を克服しよう。
また、グループレッスンも発言しやすい 1クラス 4名。

学習環境の整った施設！

【研修日程 /成田空港発着】
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毎週 1回、学校が主催する「カフェ・トーキング」というアク
ティビティが。これは語学学校の生徒が、フィリピン人医学生
と気軽に会話を通して、異文化交流を楽しんでもらうもの。
学校が用意する、スナックやドリンク片手に、ぜひ参加してみ
ては？今回の研修では、9/5（木）の開催予定となっております。

地元医学生との会話も！

★授業は 08:00 ～ 16:50 の間に行われます。
上記はあくまでもサンプルで、お一人ずつ

　スケジュールは異なります。

（円）

初めての海外留学体験　フィリピン・セブ島英語研修 8日間初めての海外留学体験　フ験験　



1.　募集型企画旅行契約
①　この旅行は（株）エスティーエートラベル（東京都豊島区池袋 2-40-13、観
光庁長官登録旅行業 937 号、以下「当社」といいます。）が募集する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約 ( 以下｢旅行契約｣と
いいます ) を締結することになります。
②　募集型企画旅行契約の内容・条件は、下記に記載されている条件のほか、
別途お渡しする旅行条件書 ( 申し込み店でお受け取りください )、出発前にお渡
しする最終旅行日程表および当社募集型企画旅行契約約款によります。

2.　旅行のお申込みと契約の成立時期
①　当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお
申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一部として
繰り入れます。
②　当社は電話、郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行契約の
予約申込みを受け付けることがあります。この場合、3 日以内に申込書の提出
と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされ
ない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。
③　申込金

3.　旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 31 日目にあたる日より
前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日からさかのぼって 31 日目にあた
る日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお
支払い頂きます。

 4.　旅行代金に含まれるもの
①　旅行日程に明示した航空 ( エコノミークラス )、船舶、鉄道等利用運送機関
の運賃 ( 等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、
パンフレットに明示します ) 
②　旅行日程に明示した語学研修・ホームステイプログラム費用（詳しくは各
コースごとの記載内容を参照してください。）
③　旅行日程に含まれる送迎バス等の料金 ( 空港・駅・埠頭と宿泊場所／旅行
日程に｢お客様負担｣または｢各自｣と表記してある場合を除きます )。
④　旅行日程に明示した観光の料金 ( バス料金・ガイド料金・入場料 )
⑤　旅行日程に明示した宿泊（ホームステイ、寮、ホステル、ホテル等）料金
および税・サービス料金 ( パンフレット等に特に別途記載がない限り 2 人部屋
に 2 名宿泊を基準とします )。
⑥　旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金（ホームステイで
食事条件 3 食の場合、週末は朝食と昼食が一緒になったブランチの場合があり
ます。）
⑦　手荷物の運搬料金
お一人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金 ( 航空機で運搬の場合はお一人様
20 キロ以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なります
ので、詳しくは係員にお尋ねください。また、一部の空港・駅・港・ホテルな
どではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場
合があります )。
⑧　旅行日程中の日本国内外の空港税、出国税及びこれに類する諸税。但し、
含まないことを表記されているコースを除きます。
⑨　運輸機関の課する付加運賃・料金（旅行契約成立後に、付加運賃・料金が
増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払
い戻しはありません。）

5.　旅行代金に含まれないもの
前第 4 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
①　超過手荷物料金 ( 規定の重量・容量・個数を超える分 )
②　クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、
その他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料金
③　渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行
料金など）
④　ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの料金（別途料金の小旅行）

⑤　日本国内の空港施設使用料
⑥　日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費およ
び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費 ( 国内線予約の都合上、当日
国際線との接続が出来ない場合の、交通・宿泊費用もお客様負担となります )。
⑦　旅行日程中の空港税等 ( 日本国内通行税を含む。ただし空港税等を含んで
いることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。)
⑧　コースにより滞在保証金、寮のリネン費・管理費、教材費、テキスト代金
等が別途必要となる場合があります。
⑨　海外旅行保険料（当研修プログラムには現地受入機関の規定により海外旅
行保険の加入が義務付けられています。）

6.　旅行契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約
を解除することが出来ます。ただし、契約解除のお申し出は当社の営業時間内
にお受けいたします。

（ア）　特定日 (4/27 ～ 5/6、7/20 ～ 8/31、12/20 ～ 1/7) に旅行を開始する旅行
（イ）　特定日以外に旅行を開始する旅行

7.　旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件要約の基準日は 2019 年 2 月 1 日です。旅行代金は 2019 年 2 月 1 日
現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出し
ています。

契約解除の日

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 40 日目にあたる
日以降 31 日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 30 日目にあたる
日以降～ 3 日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日以降
旅行開始後または無連絡不参加

（ア） 「特定日」に
旅行を開始する旅行

　( おひとり )

旅行代金の 10％
（上限 5 万円）

（イ） ｢特定日｣以外
に旅行を開始する
旅行 ( おひとり )

無料

旅行代金の 20％

旅行代金の 50％
旅行代金 100％

区分

旅行代金が 30 万円以上

旅行代金が 30 万円未満 15 万円以上

旅行代金が 15 万円未満

申込金 ( おひとり )

50,000 円以上旅行代金まで

30,000 円以上旅行代金まで

20,000 円以上旅行代金まで

◆◇◆　旅行条件書 ( 要約 )　◆◇◆　お申し込みの際に別途お渡しするご旅行条件書を必ずお読み下さい。

セブ島は、フィリピンの大小 7000 以上もの島の中央に位
置しており、国を代表するリゾート地です。1 年を通して
暑い日が続きますが、一般的に 6 月から 12 月までは雨季
にあたります。しかし、雨季とはいっても、日本の梅雨の
ように朝から晩まで雨が降っているイメージではなく、1
日の内どこかでスコールが降るくらいと言われており、そ
れ以外の時間帯は晴れが多いです。いつスコールに遭遇し
ても良いように、折りたたみ傘や、雨具を持っていくと良
いでしょう。セブ島は熱帯地域であることから、非常に紫
外線が強く、強烈です。日焼け対策をせずにビーチで日焼
けをするのは危険ですので、しっかりと対策をしてからに
しましょう。
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セブ（フィリピン）

最低気温 (℃)
最高気温 (℃)

東京

最低気温 (℃)
最高気温 (℃)

8 月 9 月 
24.9 24.7 
31.7 31.7 

8 月 9 月 
24  21  
31            28  

セブ（フィリピン）vs　東京
平均気温比較 [8 ～ 9 月 ]

セブ（セブ（

http://www.msn.com/ja-jp/weather/ 参照
2019 年 2 月現在の情報です。

カフェテリアイメージカフェテリアイメージ

フィリピンで英語 !? と思われる方もいらっしゃる
かもしれませんが、フィリピンでの語学研修は、
最近では社会人の方も利用するほど人気がありま
す。マンツーマンで授業を受けることで、ちょっ
とした分からない事や、疑問に感じる事をすぐに
解決できるところが魅力な点です。
リーズナブルな価格、時差があまり無い、日本
人の苦手なスピーキング能力を磨くことができ
るマンツーマン授業が主流のフィリピン英語研
修は、最近では社会人の企業研修としても利用
するほど人気です。

宿泊は学校キャンパス内にある男女別
の学生寮。デスク、イス、クローゼット、
エアコン、冷蔵庫、洗面所完備。全室と

もに約 11 畳あり、余裕のある広さです。セキュリティスタッフが施設内に駐
在しており、指紋認証システムによって、部外者が立ち入らないよう、24 時
間管理されています。さらに、メイドサービス付きなので、専任のスタッフが
定期的に洗濯やお部屋の掃除をしてくれます。

株式会社エスティーエートラベル
観光庁長官登録旅行業第 937 号
〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-40-13 池袋デュープレックスビズ 12F

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員
一般社団法人 J-CROSS 留学サービス審査機構認証
留学・語学研修等協議会（CIEL）会員
国際航空運送協会（IATA）公認

一般社団法人日本旅行業協会正会員

セブ島って

どんな所 ??

プライバシーマークは、個人情報を
保護する企業を示す信頼のマークです。

神奈川県知事登録旅行業　第 3-1012 号

神奈川大学生活協同組合
〒221-0802　神奈川県横浜市神奈川区六角橋 4-7-3
TEL（045）481-1079　   FAX（045）413-7366

社）全国旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者　石井　美紀
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、遠慮なく上記の総合旅行業務
管理者にお訊ねください。

※フィリピンは外務省海外危険情報でレベル 1 となって
　いますので、渡航される前は十分にご注意ください。

学生寮 2人相部屋イメージ学生寮 2人相部屋イメージ

マンツーマンレッスンイメージマンツーマンレッスンイメージ


