
 「多額の費用を払ったのに効果がほとんどなかった」「英語で
話せるようになりたいのに」 と あきらめる必要はありません。
大切なお金と時間を使う語学留学。あなたは何を基準に選び
ますか？ CAEA ならシニアの方でも 夢は叶います。
秘訣はスピーキング力をグングン伸ばすオリジナル学習方法
と当校の先生たち ! そして英語を常に話す環境にあります。

Cebu American English Academy

おとなの語学留学

C
カ エ ア

A E A が選ばれる3つの理由

1  自分のペースで学べる  落ち着いた雰囲気の学校です
2  自信のない方でも 確実に自信につながる学習メソッドです
3  日本人クオリティのホテルとレストランを併設しています

セブ  アメリカン  イングリッシュ  ア カデミー

フィリピン セブ島 ◇ フィリピン政府公式認定語学学校

　　Cebu
　　Philippine

　　English

フィリピン政府公式認定語学学校／Cebu American English Academy
（C

カ エ ア
AEA）はSEC（Securities and Exchange Commission）に正式登録。

TESDA（Technical Education and Skills Development Authority）に
てESL学校として、3つのレベル（Basic、Intermediate and Advance）す
べてを完了。また、留学生が観光ビザのステータスで学校に入学するために必
要なSSP（Special Study Permit）を申請する入国管理局へも登録済みです。

Cebu American English Academy

※料金は物価や社会情勢により変更になる場合がありますので、実際にご確認ください。
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　　欧米・欧州よりも安くて近い
日本から飛行機で約 5 時間 マクタン・セブ国際空港に到着です。
スタッフが 24 時間体制でピックアップします。
飛行機代・留学費用・移動時間 すべてがお得です。

　　1週間から留学ができる !
個人の予定に合わせて 1 週間からの留学ができます。
毎日しっかりと授業を受けるのも、午前中のみ授業・午後からは
セブを満喫して楽しむのも自由に決められます。

　　マンツーマンレッスンで英語脳がメキメキ発達！
授業は個室でマンツーマン！どうしたって英語を使わなければならない
状況です。先生たちは何回でも あなたの疑問や質問に答え、できない
こと・やりたいことに一緒に取り組んでくれます。

　　カリキュラムは自分に合わせてカスタマイズ
初日の結果と個人の希望に合わせて授業内容を組むので 個人のペース
や目的に合わせて授業をすすめます。
周りを気にすることへのストレスはありません。

　　日本人スタッフが常駐しています
日本人スタッフが常駐しています。悩みや細かい不安（授業・体調・不
足品など etc） はすぐに相談してください。スムーズに問題の解決に対
応します。
また日本人留学生同士での情報交換も楽しいです。

グループや大勢のレッスンの場合は、全
員が同じ授業を受けるため、本当に学びたいことが完全に
消化できないというデメリットがあります。
マンツーマンのレッスンでは、全て自分で答えなくてはな
りません。話す機会も格段に多く、特に会話力を飛躍的
に伸ばすことができると高い評価を得ています。最終目標
を自分自身で決めて 講師も一人の生徒のためだけにカリ
キュラムを組んでくれるので 個々のレベルや目的に合っ
た内容で授業を進めることができます。その結果として目
標を達成できるという大きなメリットがあります。

英語しか話すことができない講師と 1 対 1 での授業を進
めることに 英語力に自信がない人は「何を話しているの
か全く分からないのではないか？」「何も伝えられない（答
えられない）のではないか？」と不安になりますよね。
そのような不安も払拭できるほどフィリピン人は親切でフ
レンドリーです！基本的に陽気で明るい人柄で知られる国
民性なので、言葉が通じなくてもジェスチャーを交えて急
かすこともなく 楽しく会話をはずませてくれます。
なんとかして伝えようとする気持ちに対して 笑顔で聞い
てくれるので 不安や心細さはすぐに打ち消されます。

1.

2.

3.

4.

5.

なるほど！

セブ島留学 良いとこBest5

1week
OK!

English♥

myself

￥
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 「自然に会話をすること」に特化した
スピーキング型 学習方法
CAEAオリジナルのメソッドで効果を感じてください。

「頭では理解できる英語」を「実践で使えるようにする」
ために 瞬発的に話すためのトレーニング と 記憶に定
着させる反復練習 が必要です。スピーキングメソッ
ドを独自にアレンジして活用することで 初心者から上
級者まで 効果が実証されています。
メソッドを使い反復練習をすることで 基礎のない初
心者の方でも 使える英語を身に付けるため の効果的
なトレーニングができます。

フォニックスを利用して 母音と子音の発音矯正をお
こない カタカナ英語から脱出します。次に文章レベル
でシラブル（音節）やリエゾン（音の繋がり）を意識
しながら発音矯正を行うことで、日本人訛りでもネイ
ティブに通じる発音を手に入れることができます。
発音をしっかり身に付けることでスピーキング力の
UP はもちろんリスニング力やリーディング力も上が
ります。

フィリピン人講師が話す 分かりやすい英語だけを聞
いていても ネイティブの英語が聞き取れるようには
なりません。
リスニングクラスでは色々な音源を利用しつつ、日本
人が英語を聞き取れない原因でもあるシラブル（音節）
やリエゾン（音の繋がり）に焦点をあてているので確
実にリスニングスキルが向上します。

Speaking
「会話をするため」の独自のメソッド

Pronunciation
フォニックスを用いた「発音練習」

Listening
「聞き取るため」のスキルが向上

グラマー（文法）のレッスンは希望がない限り行いま
せん。文法学習は講師がいなくても自習時間と教材が
あれば自分で学習することができます。ただ、強制さ
れないと自習ができないという方もいるので、レベル
に合わせた課題を出しております。初心者の方に対し
ては日本人スタッフがチェックをし 学習のサポートを
しています。

中級者以上になると基礎トレーニングをしながらも、
英語で考え 書くためのライティング学習はかかせま
せん。文章にする学習も重要です。プレゼンテーショ
ンや自己紹介、外国人と話すときの話題などを課題と
して 授業で講師と練習をします。作成した文章は 講
師が添削し、よりよい内容を提案するので、何度も練
習してしっかりと身に付けることができます。

Self-Study
文法学習でレベルアップ

Presentation
英語で考え 即座に書けるようになる

One to one
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　スピーキング特化コース

　ビジネススピーキングコース

　4レッスン ゆうゆうコース

　TOEIC＆スピーキングコース

□ スピーキング力とリスニング力を徹底的に伸ばしたい方
□ 深いコミュニケーションを取れるようにしたい方
□ 英会話の学習をすることが初めての方

□ 仕事で必要な英会話の練習をしたい方
□ 電話でもビジネストークができるようになりたい方
□ 会議や打ち合わせで使える表現を身につけたい方
※ 目安：TOEIC で 600 点以上の方

授業の内容は オリエンテーション・カウンセリング・学生の希望 で決めていきます

1 日 4レッスンが基本となります
□ 1 日に６レッスン以上の授業が受けられるかどうか不安な方
□ 午前中や午後のみ授業を受けて、他の時間は自由にしたい方
□ 将来海外への移住、長期滞在などを考えている方

□ スピーキング力とリスニング力、TOEIC の点数も上げたい方
□ TOEIC200 点～ 600 点前後までの方で、１人で自習するのが苦手な方
□ 中学 3 年間の文法がある程度に身に付いている方
※中学３年間の文法力が無い場合は基礎作りのカリキュラムが優先となります。

ペア1室2名 付き添い1室2名
□パートナーや子どもの付き添い
　として留学を考えている
□両親の代わりに孫の留学に
　付き添ってあげたい　

□２名で一緒に留学したい
（ご夫婦・カップル・親子・友人など）

トリプル1室3名
□ 3 名で一緒に留学し それぞれ
　が違うコースを受講したい

コース内容は自由に選べます。レッスンは全てマンツーマンです。

カエアが1日6レッスンを推奨する理由 … その日に授業の復習をすることで 学習の定着率は格段にあがります。長期で
1日8レッスンで予習や復習の時間もつくり 遅くまで勉強をすることで 大切な授業の集中力がおちます。

こんな方に
おすすめ

こんな方に
おすすめ

こんな方に
おすすめ

こんな方に
おすすめ

複数での留学をお考えなら おひとり様の料金が お得です!

6レッスンコース

8レッスンコース

4レッスンコー
ス

推奨
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そんな 悩みはありません！

1. プラクティカルスピーキング
スピーキング力とリスニング力を向上させるオリジナル学習法
です。英語表現のパターンを頭に詰め込むことで日本語で考
える習慣をなくし、英文を英文で理解できるようにトレーニン
グします。基礎文法を使った会話がスムーズにできない方が、
すらすらと話せるようになるためにはとても有効な授業です。

2. 発音矯正
フォニックスを利用して発音矯正を行います。
まずは母音と子音を一音づつ徹底的に発音矯正を行いカタカ
ナ英語から脱出。そのあとに文章レベルでシラブル（音節）や
リエゾン（音の繋がり）を意識しながら発音矯正を行うことで、
日本人訛りでもネイティブに通じる発音を手に入れることがで
きます。
発音をしっかり身に付けることでスピーキング力のUPはもち
ろんリスニング力やリーディング力も上がります。

3. リスニング
聴き取りにくい音はなぜそういう音になっているのか？という
理由を知らないと聞き取れるようにはなりません。様々な音源
を利用して、日本人が英語を聞き取れない弱点を克服するこ
とで、今まで聞き取れなかった音が聞こえるようになります。

4. Talk about
生徒のスピーチの内容を講師がネイティブ・イングリッ
シュ・スピーカーのような言い方に添削してくれます。
普段使わない言い回しや自然な表現方法が習得できます。

5. トラベル英会話
飛行機内、ホテル、ショッピングでの場面や旅先でのトラブ
ル時にすぐに使える英会話を楽しく学びます。

6. What do you say
日常生活で問われる質問に対して、生徒が即座に自分の考
えを言う授業です。講師が間違えを修正するので「話しっぱ
なしで終わり」にはなりません。

7. Talk, Talk, Talk
ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーが使用する現代アメ
リカ英語を習得します。彼らの考え方に対して、自分自身の
言葉と意見で返答が行えるスキルを養います。

8. Can You Believe It?
日常的にアメリカ人が使う実践的な英語を学び、ネイティブ・
イングリッシュ・スピーカーの言い回しを習得するレッスンで
す。

9. Side by Side
スピーキングの練習をしながら文法も身に付ける授業です。
日常会話をベースに作られているため、そのまま使える英会
話力が身に付きます。カエアでは一般的に行われている指導
方法ではなく、独自の学習法を用いています。これまでに他
の学校でSide by Sideを既に使ったことがある方でも、こ
の教材が英会話学習にとても有効なテキストであることを改
めて知ることでしょう。
 

10. ディスカッション
決められたテーマに関する質問について生徒が意見を述べ
講師とディスカッションをします。その場任せのフリートーク
とは異なり、質問ごとに自分が話す内容を確認することがで
きるため、何を聞かれたか、どう答えたかを頭に残すことが
できる 学習効果の高いレッスンです。

□ プラクティカルスピーキング　□ 発音矯正　□ リスニング　□ Talk about　□ トラベル英会話　
□ What do you say　□ Talk, Talk, Talk　

□ Can You Believe It?　□ Side by Side　□ ディスカッション

瞬発的に話すためのトレーニング 記憶に定着させる反復練習

話す機会が多く 英会話のトレーニングになる授業

Curriculum

 カエアの充実したカリキュラムのご紹介
スピーキングを中心にした学習が基本です

「話せるようになりたくて フィリピン留学したのに 
 授業では聞いたり書いたりしてばかり…」
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■  柔軟に変更できる講師や授業内容
講師が変わると授業内容が大幅に変わってしまい学校側も対処できず、生徒の不満がストレスになります。フィリピン留学
でよく言われる「先生のあたりハズレ」がカエアでは存在しません。
ただ相性はあるので そうした理由で先生の変更も可能です。これは非常に重要なことでCAEAでは生徒が希望する方向
へ進むために 先生や授業内容の変更には柔軟性を持たせております。
生徒の方には留学前のレベルチェックテスト、現地でのスピーキングテストとリスニングテストを受けて頂きます。そしてご
要望をもとに経験豊富な日本人スタッフが先生の指導スキルとを慎重に検討してスケジューリングを行います。 
これは少人数制での学校運営だからこそ可能な対応であり、だからこそ留学開始後のニーズにも柔軟に対応できます。

■  防音のきいた個室で マンツーマン授業
教室は全て反響防止されており、声を聞き取るために神経を使う必要なくリラックスして勉強ができ
ます。長時間でも息詰まることがないように 各教室は他校と比較しても広めです。

■  Wi-Fi環境でネットに接続し放題
客室を含め全館どこでも Wi-Fi が使えます。レストランでは他校の生徒、インターネット関係の仕
事をしている人たちが飲食しながら夜遅くまで PC に向かっている姿もあります。外出時にはポケッ
ト Wi-Fi の有料貸し出しもしていますので必要な方はホテルフロントにお申し付けください。

■  カエアに門限はありません
社会人やシニア世代の方が全体の 95％ということもあり、個人を尊重する自由な校風です。多人数や賑やかな雰囲気が
苦手な方には「みんなでワイワイ」ではなく 「落ち着いた環境の中 自分のペース」で 勉強できるカエアがおすすめです。
しかし 休み時間には共有スペースで情報交換をしたり、1階のレストランで一緒に食事をしたりする機会もあるので、孤立
することもありません。静かで落ち着いた大人の雰囲気の語学学校です。

カエアでは講師陣の育成にチカラをいれています
そして 先生と生徒との相性や 環境にも 重点をおいています

マンツーマンが主流のフィリピン留学で
良い講師は大変重要ですが、だからといって良い授業がで
きるとは限りません。
授業には何人もの講師が関わっていきますので、一人の先
生が一日中その生徒に対応できる訳ではありません。
そのために一人ひとりの生徒の情報を共有するための講師
の連携とその生徒に合ったプログラムが重要になります。

CAEA はそういったプログラムに注力している数少ない
学校の一つです。このようなプログラムとトレーニングさ
れた良い講師、プラス快適な
滞在環境、美味しい食事、快
適な教室、良いネット環境等、
これらの総合力で皆さんの学
習をサポートしています。

なるほど！

レベルチェック
テスト

留学前

リスニング 
テスト

現地 ご要望

スピーキング
テスト

現地

  　経験豊富な日本人スタッフ

習得率
チェック

正式採用仮採用

生
　
徒

講
　
師

少人数制だからできる！
・留学開始後もスムーズ
・ニーズにも柔軟に対応

指導力にばらつきが
でない採用方法

継続的な
トレーニング

基本学習メソッド
トレーニング

Start

スケジューリング

書類選考
筆記試験
発音試験
最終面接

マッチングを
慎重に検討
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　コース費用に含まれるもの

　費用に含まれないもの

・授業料
・ホテルエイシア宿泊費
・朝食（休祭日含む）
・電気代、水道代
・光ファイバー
・洗濯サービス（週 3 回 月水金）
・お部屋の掃除（毎日）
・タオル・シーツ交換（毎日）
・到着時のセブマクタン国際空港でのピックアップ

入学金 生徒 1 名に付き 15,000 円
（初回のみ必要な費用です。）

海外送金手数料 約 2,500 円（銀行間の送金手数料です。）

渡航費用 航空券・ビザ等、渡航に関わるすべての費用
（お客様ご自身でご手配いただきます。）

海外旅行保険 （お客様ご自身でご手配いただきます。）

SSP 発行費用 6,000 ペソ

留学する生徒に必ず必要な政府発行の許可です。ビザとは異なり、
有効期限は最大半年間です。価格は政府によって変更になる場合
があります。

学生証 200 ペソ（学生証作成費用です。）

教材費 4 週間　1,000 ペソ 程度

4 週間以上滞在の場合は進捗状況により新しい教材が必要になる
場合があります。

昼食・夕食 昼食・夕食それぞれ 1 名１週間 2,500 円

事前の申し込み、または現地で申込み

ビザ延長費用
（日本国籍の方）

30 日以内の滞在 → 0 ペソ
～ 60 日まで → 3,900 ペソ
～ 90 日まで → 9,400 ペソ
～ 120 日まで → 10,050 ペソ
～ 150 日まで → 14,700 ペソ
～ 180 日まで → 14,700 ペソ

滞在が 30 日以内の方はビザの延長は必要ありません。また、ビ
ザの延長が必要な方は当校が代理で行いますので、日本では何も
手続きの必要はございません。価格は政府によって変更になる場
合があります。

ACR I-Card 3,750 ペソ

外国人登録身分証明カード取得費用です。60 日以上滞在される
方は取得が義務付けられています。価格は政府によって変更にな
る場合があります。

※ 留学費用、入学金、送金手数料は日本にてお支払いいただきます。
※ 前泊、延泊はスタンダードルーム1泊 1,800 ペソ（朝食付き）で
　 可能です。その他のお部屋は別途ご相談ください。

1週間の留学費用
（1日 6レッスン / お一人さま）　

スタンダード エコノミー
プラス エコノミー

バスタブ有 シャワーのみ シャワーのみ
スピーキング特化コース

1
名
1
室

¥94,000 ¥91,000 ¥88,000
ビジネススピーキングコース ¥94,000 ¥91,000 ¥88,000
TOEIC ＆スピーキングコース ¥94,000 ¥91,000 ¥88,000
4レッスン ゆうゆうコース ¥91,000 ¥88,000 ¥85,000

2 週間の留学費用
（1日 6レッスン / お一人さま）　

スタンダード エコノミー
プラス エコノミー

バスタブ有 シャワーのみ シャワーのみ
スピーキング特化コース

1
名
1
室

¥176,000 ¥170,000 ¥164,000
ビジネススピーキングコース ¥176,000 ¥170,000 ¥164,000
TOEIC ＆スピーキングコース ¥176,000 ¥170,000 ¥164,000
4レッスン ゆうゆうコース ¥170,000 ¥164,000 ¥158,000

4 週間（約 1ヶ月）の留学費用
（1日 6レッスン / お一人さま）　

スタンダード エコノミー
プラス エコノミー

バスタブ有 シャワーのみ シャワーのみ
スピーキング特化コース

1
名
1
室

¥298,000 ¥286,000 ¥274,000
ビジネススピーキングコース ¥298,000 ¥286,000 ¥274,000
TOEIC ＆スピーキングコース ¥298,000 ¥286,000 ¥274,000
4レッスン ゆうゆうコース ¥286,000 ¥274,000 ¥262,000

12 週間（約３ヶ月）の留学費用
（1日 6レッスン / お一人さま）　

スタンダード エコノミー
プラス エコノミー

バスタブ有 シャワーのみ シャワーのみ
スピーキング特化コース

1
名
1
室

¥832,000 ¥796,000 ¥760,000
ビジネススピーキングコース ¥832,000 ¥796,000 ¥760,000
TOEIC ＆スピーキングコース ¥832,000 ¥796,000 ¥760,000
4レッスン ゆうゆうコース ¥796,000 ¥760,000 ¥724,000

あれば
追加代金（追加授業料）

追加代金（お部屋グレードアップ料金）

追加代金（その他）

入学金  15,000 円
海外送金手数料 （銀行間の送金手数料） 約 2,500 円
SSP 発行費用  6,000 ペソ
学生証 （学生証作成費用） 200 ペソ
教材費 （4 週間） 1,000 ペソ程度
昼食 1週間 （土日祝日を含む） 2,500 円
夕食 1週間 （土日祝日を含む） 2,500 円
空港までの送り AM6:00~PM10:00 600 ペソ
 PM10:00~AM6:00 800 ペソ

留学料金チェックリスト

航空機運賃（お客様ご自身で手配してください）

海外旅行保険（お客様ご自身で手配してください）

難しく考える必要はありません。
一歩踏み出すことで 今までとは違う自分に出会えるかもしれません。

フレンドリーな講師陣・スタッフがお待ちしています。
Let's have fun
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 1  内容の確認・ご相談
セブ アメリカン イングリッシュ アカデミーの留学に関しては
Webサイトをよくお読みください。疑問に思うことは『よくある
質問』をチェックし、それでもご不明な点は『お問い合わせ』か
らご連絡ください。日本人スタッフができる限り早く回答します。
お電話ご希望の方は

（インターネット電話）  050 – 5539 – 0815
※インターネット電話の国際電話料金は無料です。通話料は日本国

内の市内料金と同一です。
※月曜日～土曜日 9:00～18:00（日本時間）

 2  入学のお申し込み
ホームページの申込規約と学校規約は必ずお読みになり『申込
み』ページからお申込みください。お申込みが完了しますと、お
手続きに関するご案内メールを差し上げます。

〈パスポートの準備および確認をお願いします〉
・パスポートがすでにある方  有効期限を確認ください。
　※フィリピン入国時において滞在期間＋6ヶ月間が必要です。
・パスポートのない方  手続きに1～2週間程度はかかります。　
　お早めにパスポートの申請手続きを行ってください。

 3  留学費用のお支払い
ご案内のメールが届いたら、その翌日から3銀行営業日以内に
申込者1名に付き 30,000円の申込金 または 費用の全額（入
学金＋留学費用＋送金手数料）をお振込みください。
振込み手数料は留学生の負担とさせて頂きます。
※カエアでは、当校既定のトレーニング期間が修了していない講師

が授業を行うことはできません。完全マンツーマン指導なので、留
学生の人数=講師の人数として、すべての留学生の受け入れがで
きるよう常にプラスアルファの講師をトレーニングしています。ただ、
教え方の上手な質の高い講師は一朝一夕には育ちません。ご満足
頂ける講師が足りない場合、留学希望者を受け入れることはでき
ませんので、入学をお断りする場合があります。皆様の留学を確
実にするために 早めにお申込みを頂くように お願いしています。

入学まで30日を切っている場合は、当校への留学がOKのメー
ルが届きしだい、早急に全額のお振込をお願いします。
金融機関発行の振込証明書をもって領収書に代えさせていただ
きます。お振込になりましたら入金確認を行いますので必ずメー
ルにてご一報をお願いします。

　    振込先口座  
三井住友銀行　恵比寿支店　　
口座番号 : 普通8246728
口座名義 : セブ アメリカン イングリッシュ アカデミー コーポレーション

 4  航空券の手配
航空券は各自でご購入ください。留学お申込みのチェックインと
チェックアウトの日程に合った航空券をご購入ください。
※日本出国とフィリピン入国の際には必ず帰国用のチケット、またはフィ

リピン以外の第3国に出るチケットを提示する必要があります。

※カエアでの留学期間を延長する可能性がある場合は 入国日より
30日以内の日時で設定されている「捨てチケット」または「オープ
ンチケット」をご購入ください。

 5  海外旅行傷害保険
渡航に際し、海外旅行傷害保険への加入を推奨しています。
クレジットカードの付帯保険（カードに無料で付いているもの）
を利用する場合は、補償内容などをカード会社にご確認ください。
※クレジットカードの無料付帯保険を利用する場合はジャパニーズヘ

ルプデスクでキャッシュレス対応のカードを選びましょう。キャッシュ
レス対応ができない場合は一度ご自身で払い帰国後に請求になり
ます。

 6  準備・持ち物
□ パスポート　□ 航空券
□ カラー証明写真
　（5cm×5cm、背景は必ず白、眼鏡を外したもの）1枚　
□筆記用具（留学中に使用します）
□日用品（ご自身の生活で必要なもの）
※詳細はP9の　準備・持ち物の注意点　を参照ください。
※宿泊はホテルです。P10の宿泊施設の備品を 参照ください。

 7  ご出発
出発時間の2時間前には空港に到着するようにしてください。
フライト時間の変更など、緊急時には以下の番号まで電話連絡
してください。

■  050-5539-0815　
　※ 9:00～18:00（インターネット電話）

■  + 63-967-204-2445
　※緊急時日本語現地直通

■  info@caea-ph.com　※メール

 8  セブ到着  【お迎えは 24 時間対応 ※要予約】

お迎えのご案内を事前にお送りします。
宿泊施設 ホテルエイシアのスタッフが24時間体制でセブ・マク
タン国際空港でのピックアップを致します。
出迎えの人達の中から迎えのサインを探してください。

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

入学までの流れ　8ステップ
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準備・持ち物の注意点
【必須なもの】
□ パスポート　□ 航空券
※パスポートのコピーと航空券のコピー（万が一の紛失に備えて

必ずコピーを数枚用意しましょう。別々の場所に保管し、もし
もの時に備えてください。紛失した場合の証明書にもなります。）

□ カラー証明写真
（5cm×5cm、背景は必ず白、眼鏡を外したもの）1枚　
※ビザ延長が必要な方は２枚お持ちください。現地で撮影も可

能です（２枚２００ペソ）
※移民局への各種申請に使用しますので、背景の色違いやサイ

ズ違いは受付けられません。
□日用品　
※日用品は現地でも購入可能ですが、日本のものとは異なります。
□筆記用具（学習に必要だとおもうもの）
※現地でも購入可能ですが、日本のものとは異なります。

【あったら役立つもの】
□ 長袖の衣類（エアコンが効いているので長袖があると重宝し
ます。）
□ 辞書（電子辞書は便利で簡単です。）
□ 国際キャッシュカード
□ 海外旅行保険の保険証

【あってよかったもの】
□ ノンシュガーのど飴（授業で声を出します。フィリピンには『ノ
ンシュガーのど飴』はありません。）
□ マスク
□ 薬（胃腸薬・風邪薬 など ちょっとしたもの）
□ 水着（海に行きたくなるかもしれません）

　1日体験留学（１泊 ）

　５０分体験レッスン

　朝食・昼食付きで ５レッスンまで受講できます。
スケジュール

前日の PM2:00 以降にホテルにチェックイン（ホテルを体験）
当日 7:00-8:00  朝食（朝食メニューから選べます）
　 8:00-11:00  レベルチックテスト・オリエンテーション
　 11:00-11:50  1レッスン（１レッスン 50 分）
　 11:50-13:10  昼食（昼食メニューから 280 ペソ以内）
　 13:10-17:00  4レッスン（1レッスン 50 分）
チェックアウト：PM12:00
　（荷物をフロントに預け PM5:00 までカエアの授業をうけます）
費用：15,000 円 /1名
　（２名同室で２名とも体験授業を受講する場合は 28,000 円です）
＊希望日から 3 日前（土日除く）までにお申し込みください。
＊セブまでの旅費、他ホテルでの宿泊は含まれていません。
＊留学体験日は、月～金曜日とさせていただきます。
＊費用は日本の銀行へお振込頂きます。
＊生徒としての受入れは 6 歳以上からとなります。
＊ご予約を頂くと同時にお部屋と講師を確保しますので、入金後
にキャンセルされた場合、返金には応じられません。

50 分体験レッスンの受講は 火曜日から金曜日（休校日を除
く）の 午前９時～午後６時の間 で約７０分間です。

１レッスン（50 分間）＋  施設見学（約 20 分）
　　昼休み時間の受講はできません。（午前11：50～午後1：10）
費用：400 ペソ（午後 5 時以降は 600 ペソ）
＊希望日から 3 日前（土日除く）までにお申込みください。
　但し、当日でも講師の確保が可能な場合は対応いたします。

ようこそ セブ アメリカン イングリッシュ アカデ
ミーへ。英語はコミュニケーションツールのひ

とつであり、英語圏のひとたちとつながる手段として最高のものです。
当校のこだわりは 日本と同じ生活環境で海外留学ができることです。
集中して勉強するために 整った環境は大切です。蛇口からでるキレ
イな水、さっと水が流れるトイレ、清潔感のある食事と部屋。これ
がない生活にストレスを感じる方はCAEAでのセブ島留学をおすす
めします。
そして一歩外に出ればフィリピン・セブ島。英語を話すチャンスし
かない環境です！
ショッピングや食事・アクティビティを楽しみながら しっかりと英
語をマスターしていきます。

カエアの超短期留学が体験できます！
お申し込みは info@caea-ph.com 

追加レッスン料金（要予約）
●1週間1レッスン 平日（8:00～17:00） 3,000円/1週間
●平日（8:00～17:00） 350ペソ/1レッスン
●平日夜間（17:00～19:00） 600ペソ/1レッスン
●土・日・祝日（8:00～17:00） 800ペソ/1レッスン

※時間割りは1時限目～8時限目(8：00～17：00)の間で学校側
が割り振りをします。

※受講カリキュラムの調整は日本人スタッフとのカウンセリングを通
して行われます。　

※原則として日曜日チェックイン、土曜日チェックアウトです。
　週の途中からのご入学も受け付けていますのでご相談ください。
※初日はすべてウィークデイになります。土曜又は日曜はオリエンテー

ションやレベルテストは行っておりません。

１日の時間割
朝食 ● はんにゃ 

１時限 8:00 - 8:50
２時限 9:00 - 9:50
３時限 10:00 - 10:50
４時限 11:00 - 11:50
昼食 11:50 - 13:10

日本食レストランはんにゃなら、時短でおいしい食事を楽しめます！

５時限 13:10 - 14:00
６時限 14:10 - 15:00
７時限 15:10 - 16:00　レッスンの追加が可能です。（有料）

８時限 16:10 - 17:00　レッスンの追加が可能です。（有料）

Message　
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エコノミールーム
セミダブルベッド一つのお部屋で
す。セーフティボックスはありません。

スタンダードルーム
ダブルベッド一つ、もしくはツインベッ
ドのどちらかが選べるお部屋です。
お風呂には熱いお湯につかれるバ
スタブがあります。

デラックスプラスルーム
ダブルサイズとシングルサイズのベッ
ド2つの部屋、またはダブルサイズ
ベッド1つの部屋になります。一部
屋3人滞在の場合はダブルサイズと
シングルサイズのベッド2つのため、ゆったりお休みできます。

エグゼクティブルーム
クイーンサイズとシングルサイズのベッ
ドが2つの部屋、またはクイーンサ
イズベッド1つの部屋どちらかにな
ります。一部屋3人滞在の場合は
クイーンサイズとシングルサイズのベッド2つになります。ソファー
セットが備わっております。

エコノミープラスルーム
ダブルベッド一つの部屋です。バス
タブはなくシャワーのみです。動き
回らずに手が届くので快適です。

デラックスルーム
スタンダードルームより豪華な調度
品、石風呂に加え可動式のシャワー
があります。セミダブルサイズとシン
グルサイズのベッドが2つの部屋、
又はダブルサイズベッド1つの部屋のどちらかになります。

スーペリアールーム（キッチン付き）
クイーンサイズベッド1つの部屋。こ
のお部屋は二つのベッドを置けませ
ん。キッチン付きです。

ジュニアスイートルーム（キッチン付き）
クイーンサイズとシングルサイズの
ベッドが2つの部屋、またはクイーン
サイズベッド1つの部屋どちらかにな
ります。一部屋3人滞在の場合はク
イーンサイズとシングルサイズのベッド2つになり ソファーセット
と料理のできるキッチンがあります。

　ホテルエイシア  Hotel Asia

　ルームタイプ

当ホテルは部屋の備品は ほぼ日本メーカーの電化製品を備えています。
トイレは TOTO 製を使用、フィリピンでは珍しくトイレットペーパーを流
すことができます。
日本と変わらない 快適で清潔な生活環境を提供します。

● 水圧の強い熱いお湯が出るシャワー
　 スタンダードルーム以上にはお部屋にバスタブがついており、
　 デラックスルーム以上は石風呂で入浴できます。
● ホテル内トレーニングマシン（運動不足やストレス解消も）
● ホテル内マッサージ
　（指圧マッサージ 1時間350ペソ（約700円）
● 小さな食堂カレンデリアを併設　パンは安くて人気です。
　 軽食にパン、飲み物、お菓子を販売しています。

スタンダードルームの料金を基準にし、追加料金でお部屋をグレードアップすることができます。
※ 2 名以上の場合は最初からパートナーがいる事が条件です。※追加料金は料金表を参考にしてください。

設備・備品
□ 全館 Wi-Fi 完備 （無料） □ 全室ウォッシュレット付トイレ
□ TV（ケーブル TV は 70ch 以上、NHK が日本語で観られます。）
□ セーフティボックスで貴重品も安心（エコノミールームを除く）
□ ヘアドライヤー □ 冷蔵庫・電気湯沸かしポット　
□ エアコン □ 毎日のベッドメーキング
□ 週 3 回の無料洗濯サービス付（付き添いの方の分も含む）
□ タオル・シャンプー・石鹸
□ トイレットペーパー・ティッシュ　スリッパ

宿泊施設
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　日本食レストラン 般若（はんにゃ）
ホテル内の和食レストラン はんにゃ は 24 時間営業です。
野菜メニューも多く、野菜を多く摂りたい女性やシニアの方にも好評です。

よくある「日本食もどきの味」ではなくオーナーのこだわりで「日本と変わらない味」の食事
を提供しています。熱い天ぷらうどんや、麻婆豆腐、お刺身定食などもございます。
お食事だけでなく、フルーツやアイスクリーム・コーヒー等もございます。
夜中に小腹が空いた時にご利用したり ルームサービスもいたします。

１名１泊 ２名１泊 3 名１泊

エコノミールーム 1,400 ペソ − −

エコノミープラスルーム 1,650 ペソ − −

スタンダードルーム 1,800 ペソ 2,400 ペソ 3,200 ペソ

デラックスルーム 2,000 ペソ 2,600 ペソ 3,400 ペソ

デラックスプラスルーム 2,500 ペソ 3,100 ペソ 3,900 ペソ

スーペリアルーム 2,800 ペソ 3,500 ペソ −

エグゼクティブルーム 3,500 ペソ 4,300 ペソ 5,100 ペソ

ジュニアスイートルーム 4,200 ペソ 5,000 ペソ 5,800 ペソ

※ 前泊・延泊はホテルのゲストとして宿泊してください。 ※ 朝食付き

ホテルエイシア (Hotel Asia)　1 部屋の料金

・鶏肉の雑炊セット
・おにぎりセット
・サラダセット
・オムレツセット
・魚塩焼きセット
・サンドウィッチセット
・選べる日本食セット
・パンケーキセット
・フィリピンスタイル ブレックファスト
・アメリカン コンチネンタル ブレックファスト
・フルーツの盛り合わせ

セブ島  ×  落ち着いた日本料理  ×  高速 WiFi  =  般若（はんにゃ）

カエアの留学費用には、毎日の朝食（土日祝日を含む）が
含まれており、種類豊富な朝食メニューから自由に選べます。
また、１週間（土日祝日を含む）2500円の食事 （１食
280ペソまで）をメニューから選べる 昼食プラン と 夕食
プラン も用意しています。

朝 食 メニュー 例 　　和食・洋食・セブ食からの 選べる朝食　※ルームサービスには別途追加料金がかかります。
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  治安はどうですか？
 セブ州庁舎、大型総合病院のすぐ近く、アップタウンと

よばれる比較的治安の良い場所です。ただ、フィリピンは貧
富の差が激しく、日本人は金持ちだと思われています。夜間
の一人歩きはもちろん、目立つ格好をするのは避けましょう。
当校はホテル内にありますのでセキュリティーは万全です。

  どんな病気が多いですか？
 下痢、風邪が多いです。個人差はありますが、滞在が長

いほど多くの方が その洗礼を受けるようです。
下痢は水の違いからくるものです。この国の水は日本と違っ
て硬水です（日本の水は軟水）。慣れれば治ります。風邪は
エアコンの使い過ぎが原因がほとんどです。

  病気や怪我をした場合は
 徒歩3分のところに信用の高い 大きな総合病院 セブ・

ドクターズ・ホスピタルがあり、日本人スタッフが常駐する
ジャパニーズヘルプデスクが利用できます。
何かあれば、すぐに対応してくれますし、予約を取れば待ち
時間もありません。症状が軽い場合でも簡単なチェックを受
けることができます。また、徒歩7分のところに大きな病院
チョンワホスピタルもあります。(カード会社によって補償
内容が違うので事前にご自身で補償内容をご確認ください。)
Htel ASIAは24時間真夜中の緊急時でも貴方のSOSやリク
エストに対応します。

  チップは必要ですか？
 フィリピンにはチップ文化はありません。必ずチップを

払う必要はありませんが、気持ちで20ペソを渡したりお釣
りの小銭を置いていく外国人はいます。当校ホテルでのサー
ビスにチップは不要です。

  フィリピンセブ島へのフライト時間はどのくらいですか？
 航空機で成田空港から5時間、関空から4時間半ほどです。

  クレジットカードは使えますか？
 主にVISA、Masterなどが使用できます。

  トイレはどうでしょうか？
 フィリピンでは紙は流せません。紙がないところもあり

ます。※当校は日本と同じ（便座有り・水洗）で快適です。

  ビザは必要ですか？
 日本のパスポートをお持ちの方は事前のビザ取得は必要

ありません。30日以内のフィリピン滞在であればビザ無し
で帰国できます。31日以上の滞在にはビザが必要ですが、
学校が手続き代行をしますので手間はかかりません。手続き
はすべてフィリピンで行います。

セブ島についてQ&A

学校名：セブ アメリカン イングリッシュ アカデミー
 Cebu American English Academy （カエア）
資　本：日本　代表者：渡辺 邦雄
所在地：11Don Jose Avila St.,Capital Site,
 6000 Cebu City Philippines
電話番号：+63-967-204-2445
メールアドレス：info@caea-ph.com
TESDA認可番号：NTR No.201207020158
SSP認可番号：AAFS No.RADJR-2013-013
設立年度：2012年12月　
学生定員数：30名　　日本語スタッフ：2名
チェックイ　ン：日曜日 ※ご都合が合わない場合は相談ください。
チェックアウト：土曜日 ※ご都合が合わない場合は相談ください。
入学日：毎週月曜日 ※ご都合が合わない場合は相談ください。

（オリエンテーション、レベルテストを行います。）
フィリピン政府公式認定語学学校

徹底比較！カエアの特徴！
CAEA E校 S校

ホテル滞在（日本人オーナーが運営） ◯ × ×
毎日の食事が併設の日本食レストランでメ
ニューから選べる ◯ × ×

バスタブがある（スタンダード以上） ◯ × ×
ウォシュレット付きの水洗トイレ ◯ × ×
トイレに紙を流してもOK ◯ × ×
トイレットペーパーなど買わなくても補充
してくれる ◯ △ ×

シャワーの水圧が強く、熱いお湯がでる ◯ △ ◯
電気・水道代が最初から含まれている ◯ × ◯
お部屋の清掃・ベッドメイク・タオル交換
が毎日行われる ◯ △ ×

学校、お部屋など全ての場所で高速Wi-Fi
が利用できる ◯ △ △

ケーブルTVでNHKや映画が見られる ◯ ◯ ×
ドライヤー・電気ケトル・セーフティボック
スなど備品完備 ◯ △ △

お部屋に勉強机完備 ◯ △ ×
日本語が通じる病院まで徒歩1分 ◯ × ×

お申込みされた方には事前学
習の内容についてご相談が可能です。初心者の方
は日本で中学英語を総復習されておくと留学して
からの効率がアップし、より効果的な学習で効果
が得られます。ぜひ ご相談ください。

なるほど！

　https://caea-ph.com/

※さらに細かいことや詳しいことは 
　全てホームページに記載しています。
　ぜひホームページをお読みください。

学校概要


