
CURIOUS WORLD ACADEMY
CEBU MAIN CAMPUS

～事前カウンセリングを活用した新しい語学留学スタイル～
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■本社所在地
‐名古屋本社
愛知県名古屋市中区大須2丁目10番45号
大須ステーションプラザ6F

‐東京支店
東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2F

‐セブ校
31 JP Rizal St, Mandaue City, 6014 Cebu

■取引銀行

三井住友銀行、名古屋銀行、楽天銀行

■取引先企業、団体(2022年6月現在)

学校法人(導入実績) ：51校

■加盟団体

名古屋市商工会議所、知多商工会議所

内閣府承認NPO留学協会

簡単な会社概要
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■会社名

株式会社CURIOUS WORLD (キュリアスワールド)

■代表者名と講師数

代表取締役：城戸 渉 講師数：70名

■電話番号
03-6744-6770 代表携帯：080-3643－1564

■事業内容

オンライン英語・国際交流、現地学校、メタバース

オンラインの英語・現地語学学校・メタバース体験まで実施する世界で唯一の企業



学校の概要①

学校基本情報
学校名 CURIOUS WORLD ACADEMY CEBU MAIN CAMPUS

住所 Insular Square Rizal St, Mandaue City 6014, Philippines

アクセス

• セブマクタン国際空港から車で約15分～20分
• 中規模ショッピングモールまで徒歩で約30秒
• 巨大ショッピングモール（Ayala)まで車で約20分
• マクタン島ビーチリゾートエリアまで車で30～40分

設立年度 2022年

学校資本 日本

地域 セブ（マンダウエエリア）

学生定員 100人

日本人比率 100％（22年中に韓国・サウジアラビアを受け入れ予定）

日本人スタッフ 2名

クラスレベル 7レベル



学校の概要②

校内施設

■学校設備
自習室、マンツーマン教室、グループ教室
カフェテリア、事務所、乳幼児教室、生徒ラウンジ
Wi-Fi（各部屋、カフェテリア、生徒ラウンジ、受付)

■寮内施設
温水シャワー、トイレ、ウォシュレット、ベッド、机
椅子、クローゼット、エアコン、冷蔵庫
ウォーターサーバー (共有スペース)

寮タイプ
(RedDoorzホテルと提携)

1人部屋、2人部屋、4人部屋、6人部屋
※同じ建物内にあるRedDoorzホテルへの宿泊（1人・2人・4人部屋のみ予約受付。）

インターネット環境全部屋Wi-Fi接続可能

食事 平日：月～金(朝・昼・晩) 土日：ブランチの1食のみ

門限

平日月～木・日の門限は24時まで。平日は外泊禁止
金・土曜日は外泊可能(水曜日までの外泊届と承認が必要) 
※18歳未満の方について
１人で外出する際は近くにあるインシュラースクエア内までとなります。
18歳以上の方と同行する際や弊社主催アクティビティーに参加する場合は
夜の24時までの外出許可となります。

洗濯 提携先のランドリーショップ(1回84ペソ)

清掃・リネン交換 宿泊先(RedDoorz)受付に申し入れが必要(毎日可能)



日本人学習者の為に設立された施設

設計から施工まで日本人による監修(2014年完成)

・宿泊と教室が同一施設内で完結
・空港から車で約20分
・同一敷地内に中型ショッピングモール
・ウォシュレット付きトイレ



他校様との違い 大きく分けて4つです
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①オーダーメイド留学
事前レベル診断テストとマンツーマンカウンセリング（教材発送まで完了）

渡航前に実施する事で留学期間を効率的にします。

(留学前から学習方法の方向付け等の打ち合わせをしてから留学に向かいます。)

②アカデミックに強い(バギオの講師)
多くの学校法人での導入実績。バギオの講師が指導。(経験豊富な講師が在籍)

③日本人学習者向けに作られた施設
2014年完成。日本人が施工管理した施設。(トイレットペーパー流せる＆ウォシュレット付)

④卒業後にオンライン英語プレゼント(4週以上)
卒業後も継続して学習できる仕組み。

上記4つが大きな違いです！(次ページから詳細説明)



日本人向けに作られたプログラム
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オンライン留学で得た知見をフルに活用

「コロナ後の新しい留学のカタチ」を提案します！

・渡航前レベル診断テスト
・学習カウンセリング
・オーダーメイドプログラム作成
・教材発送(予習)
・学校についてのオリエンテーション

・希望者には卒業後英語学習プレゼント
・となりの英会話 又は
・予約システムを使ったオンライン英語
・1か月分をプレゼント (継続も可能)
・語学学校の講師選択も可能 (空き状況によります)

※4週間以上のお申込者様のみの特典となります。

・バギオ地域の経験豊富な講師陣
・多くの教育機関での採用実績
・全ての講師がTESOL修了済
・CEFR準拠の教材 (CAMBRIDGEやOXFORD等)

・欧米圏の語学学校と同じ教材を使用

・学校と宿泊が同じ建物
・日本人向けにデザイン (2014年オープン)

・空港から車で約15分
・敷地内にショッピングモール (徒歩30秒)

・複数の日本人スタッフによるサポート



日本で出来ることは日本でやっておこう！

特徴① 渡航前の事前準備
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大まかな渡航までの流れ
⓪お申込み → ①レベルテスト → ②日本人カウンセラーによるカウンセリング

③教材選定＆プログラム作成 → ④講師の選定 → ⑤留学スタート

※フィリピン現地到着後に行うオリエンテーションもカウンセリング時に実施。

→ 現地でのオリエンテーションも実施しますが最小限にし、滞在時間を効率良く過ごす。

お申込は渡航21日前までにお願いします。(21日より前は要相談)

その他事前準備の特典
動画を活用して日本人講師による英語の基礎文法学習も可能。→

事前準備の差で留学の充実度合いは大きく変わります。

「英語で英語を学ぶ」為の最低限の土台作りは必須！！

少しでも効率よく留学期間を過ごすため、下記の内容を渡航前に実施



特徴② レッスンの質について
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経験豊富なバギオ地域の講師陣によるレッスンと世界基準の教材

‐多くの高等教育機関が集まっている「バギオ地域」の語学学校の幹部経験のある講師を多く採用。

‐高いレッスンスキルと人間性を評価され、多くの学校法人で導入実績あり。

‐IELTS対策の講師は7.0以上のスコアを所持

‐定期的に講師にも模擬試験を実施。

‐全ての講師が大卒。

‐全ての講師がTESOLを修了済み。



特徴② レッスンの質について

10多くの教育機関や地方自治体様にご利用を頂いた実績があります。

■教育機関での活用事例

‐大学：IELTSやTOEFL講座として等 ‐高校：通常授業でのオンライン活用等

【教育機関様での導入実績の一例】
大学
桜花学園大学／大阪電気通信大学／静岡文化芸術大学／女子美術大学／多摩大学／多摩美術大学／中京大学／東海大学
／東京国際大学／大阪国際大学／関西国際大学／松山大学／名桜大学／大阪大学／明治学院大学ほか（順不同）
高校
英理女子学院高等学校／兵庫教育大学附属中学校／中京大学附属中京高等学校／静岡学園中学・高等学校／浦和学院高
等学校／茨城高等学校／國學院久我山高等学校／蒲田女子高等学校／啓明学院中学校・高等学校／近畿大学付属高等学
校／三田学園中学校・高等学校／至学館高等学校／本庄第一高等学校／賢明学院中学・高等学校／賢明女子学院中学・
高等学校／松山東高等学校／津田学園中学・高等学校／科学技術学園高等学校／片山学園中学・高等学校／宇和島南高
等学校／新田青雲中等教育学校／京都府立南陽中学・高等学校／大垣市教育委員会ほか（順不同）



■CEFR準拠の教材で統一(Common European Framework of Reference)

・国際基準の教材を使用。

・教材のバラつきが無い。

・教材の質の担保。

・生徒のレベル＝教材。

・IELTS等の試験対策も可能。

特徴② 教材について

世界で最も人気でスタンダードな教材を活用。
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■メイン教材はCambridge・Oxford・Macmillanで統一



総合英語・ビジネス教材の例

英語レベルや目的に合わせて様々な教材を準備
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小中学生向け教材の例 高校生～大学生向け教材の例

社会人向け教材の例 ビジネス教材の例



試験対策教材の例

過去問題だけではなくブリッジングも対応
13

IELTS試験対策教材の例

TOEFL試験対策教材の例 TOEIC試験対策教材の例



【教材事例① 】学生向け(留学準備)
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■自己紹介や学校生活で使う用語(2か国留学対応)

留学準備以外も多数の教材を揃えております。
14



【教材事例②】試験対策
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特徴③ 安心の学習環境

16治安とアクセスが良く、安心して学習に集中できる環境

学校の位置するマンダウエ地域

この辺りです。
‐空港から車で約15分
‐シティ中心地まで車で約15分



特徴③ 安心の学習環境
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設計から施工まで日本人による監修でデザインされた施設(2014年完成)

校舎外観 校舎内カフェテリア ラウンジ

レッスンブース 万全のセキュリティ キッズスペースも完備(4～6歳)



日本人向けに建てられた安心の宿泊施設

特徴③ 宿泊施設について

「現役」のホテルとして活用されている宿泊施設

1人＆2人部屋 4人部屋 6人部屋

18



特徴③ 宿泊施設について
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清潔感のある手洗い場

ウォシュレット付きトイレ 鍵付きの荷物入れドア全部屋冷蔵庫付き

日本人でも満足する温度の出るシャワー ウェルカムセット



特徴③ 宿泊施設の食事について

20

ホテル1階のレストランと提携
※海外の学生がバリスタの研修で来るほど有名なカフェでもあります。

月～金：3食(朝・昼・晩)
土・日：1食(ブランチ)

食事だけではなくカフェとしても活用できます。



特徴③ 周辺施設について
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周辺施設

セブウォーターワールド（車で約10分） 提携先フィットネスジム（徒歩で約4分）



特徴③ 隣接するショッピングモール

22

インシュラースクエア全観 スーパーマーケット スーパーマーケット内部

学校と同じ敷地内(徒歩30秒)に中型ショッピングモール(インシュラースクエア)があります。

イベントスペース 提携先ランドリーショップ 薬局



特徴③ 週末はローカルショップへ
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ピザパスタ屋さん カフェインシュラースクエア内のローカル店

屋台も約10店舗 ピザ・パスタ屋の店員さん カフェの店員さん



留学中に身に着けた英語力の維持

更なる英語力の向上として活用

4週間以上の留学お申込者様のみの特典

特徴④ 帰国後の継続した学習
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【オンライン英会話の特徴】1か月
‐予約システムで講師を予約

-1コマ25分(7時～24時の中で予約)（25分×10コマ）

‐好きな時間に好きな講師を予約

‐基本的には自分で学習進捗を管理

【となりの英会話の特徴】1か月
‐担任制の講師（予約システムは不使用）

-1コマ50分(15時～23時まで好きな時間を選択)

‐決まった時間に決まった講師と学習(週1回受講コース)

‐留学時に使っていた教材と同じ教材を使用可能



留学中の進捗レポートや卒業証書

その他 レポートや卒業証書

25

留学中の進捗レポート例 卒業証書の例



どういった生徒様に向いているのか？
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海外資本の学校 海外の友達が欲しい オーダーメイド＋コーチング
(日本人資本の学校)

欧米基準の教材
(本物の教材)

日本人比率が少ない
リゾート感がある

（映える）
試験対策

(IELTS/TOEFL/TOEIC/英検)

日本人向けの
施設

海外資本の語学学校 CURIOUS WORLD ACADEMY

■おすすめの生徒様像
‐初めての留学なので不安。「失敗したくない」

‐効率よく留学期間を過ごしたい。

‐施設には拘りたい。「親子留学等」

‐自分だけの学習プログラムが欲しい。

‐IELTSやTOEFL等の試験対策をしっかりやりたい。

‐留学後も英語力を落としたくない！

「学習内容」と「施設」に拘り「しっかりと学習」したい方

レッスンの質「高」

レッスンの質「低」

画
一
プ
ロ
グ
ラ
ム

個
別
プ
ロ
グ
ラ
ム

CURIOUS 
WORLD大手

語学学校

格安な
語学学校

レベル診断テスト
個別カウンセリング

講師の質が低い
違法コピーの教材

・目的に合った教材
・学習サポート
・欧米と同じ教材

講師の質は良い
個別カウンセリング無し

講師の給料「安」



時間割の例

「本気」の生徒様をサポートする為の学校です
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■授業内容
‐総合英語(ESL)

‐試験対策(テスト)・ビジネス

(IELTS/TOEFL/TOEIC/英検等)

■Mock TEST(模擬試験)
毎週金曜に開催(自由参加)。

IELTS・TOEFL・TOEIC・総合英語。

閑散期は20時開始。

繁忙期は21時開始となります。

試験対策の方はできる限りご参加下さい。

■コースについて
‐ライトコース ：マンツーマン3（グループ無し）

‐スタンダードコース(おすすめ)：マンツーマン４＋グループ２

‐インテンシブコース ：マンツーマン６＋グループ１

‐スーパーインテンシブコース ：マンツーマン７のみ（グループ無し）

※ライトコースは総合英語(ESLのみ)となります。試験対策等は要相談。 ※親子留学も対応可能です。(通常コース＋滞在のみ)

※スペシャルレッスンとは？
英語レベル関係なく自由に参加できる
グループ授業です。
発音レッスン、ズンバ、ヨガ、TOEFL対策
IETLS対策、BBCニュース、TEDトーク等

時間割 ライト スタンダード インテンシブ スーパーインテンシブ

8:00~8:50 ① マンツーマン① マンツーマン① マンツーマン①

9:00~9:50 ② マンツーマン① マンツーマン② マンツーマン② マンツーマン②

10:00~10:50 ③ マンツーマン② グループ① マンツーマン③ マンツーマン③

11:00~11:50 ④ マンツーマン③

12:00~12:50 昼ご飯

13:00~13:50 ⑤ マンツーマン③ グループ① マンツーマン④

14:00~14:50 ⑥ マンツーマン④ マンツーマン④ マンツーマン⑤

15:00~15:50 ⑦

16:00~16:50 ⑧ グループ② マンツーマン⑤ マンツーマン⑥

17:00~17:50 ⑨ マンツーマン⑥ マンツーマン⑦

18:00~19:00 夜ご飯

19:00~19:50 スペシャルレッスン 自由参加 自由参加 自由参加 自由参加

20:00~20:50 予備時間
繁忙期は19:00～19:50の時間帯をレッスンとして活用します。

繁忙期の埋まり具合によりますがスペシャルレッスンは20:00~20:50に実施



渡航前レベル診断テスト

年齢・目的・要望に合わせた様々なレベルテストを準備

‐約40分～50分の受講時間。

‐リスニングとリーディングが中心。

‐CEFRレベルでスコアリングします。

‐子ども向けのテストも準備。

‐入学後は弊校独自の模擬試験を受講。
※希望者はスピーキングテスト(15分)も別途可能。

生徒様に合わせたレベル診断テストを選択
28



事前の個別カウンセリングサポート

レベル診断テスト後の渡航前学習カウンセリング
‐国家資格キャリアコンサルタントが監修

‐日本人学習カウンセラーによるマンツーマンカウンセリング

留学前～渡航後もしっかりサポート
29

留学後もチャット
サポート可能です。

不安なこと、不明
点、講師に関する
相談等お気軽に私
たちの公式LINEま
でご連絡下さい。



大まかな留学の流れ
⓪お申し込み(お支払い)

エージェントと留学期間を打ち合わせ。

・留学確定後(費用入金後)グーグルフォームに情報を入力。※LINEの検索許可設定をお願いします。

・お申し込み表に沿って弊社よりLINE経由で生徒様に連絡。(プレイスメントテストの紹介)

①日本人カウンセラーと事前打ち合わせ

フォーム入力されたLINEのIDをカウンセラーが検索し、プレイスメントテストを紹介。

プレイスメントテスト受講後、結果を鑑みてカウンセリングを実施。

②留学の開始

③留学中

何か不安なことや困っていることは公式LINEからチャットにて相談可能です。

④留学の終了

留学が無事に終了しましたら、卒業証書をプレゼント。

留学前から留学後まで万全サポート＆安心の講師 30



■入学金：2万円(税込)

レベル診断テスト・日本人カウンセラーによる学習カウンセリング・初回教材

■マンツーマンレッスン追加の場合：6,000円/週 1日1時間×5日間の計算となります。

■24週以上も受付可能です。

費用（総合英語(ESL) ライトコース）

31

1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

6人部屋 ¥40,000 ¥80,000 ¥115,000 ¥139,000 ¥179,000 ¥219,000 ¥254,000 ¥273,000 ¥407,000 ¥541,000 ¥675,000 ¥809,000 

4人部屋 ¥50,000 ¥90,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥199,000 ¥239,000 ¥274,000 ¥293,000 ¥437,000 ¥581,000 ¥725,000 ¥869,000 

2人部屋 ¥60,000 ¥100,000 ¥128,000 ¥165,000 ¥225,000 ¥265,000 ¥293,000 ¥325,000 ¥485,000 ¥645,000 ¥805,000 ¥965,000 

1人部屋 ¥70,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥270,000 ¥320,000 ¥360,000 ¥395,000 ¥590,000 ¥785,000 ¥980,000 ¥1,175,000 

東横イン
(2人部屋)

¥92,250 ¥175,500 ¥249,750 ¥315,000 ¥407,250 ¥490,500 ¥564,750 ¥625,000 ¥935,000 ¥1,245,000 ¥1,555,000 ¥1,865,000 

東横イン
(1人部屋)

¥99,000 ¥189,000 ¥270,000 ¥342,000 ¥441,000 ¥531,000 ¥612,000 ¥679,000 ¥1,016,000 ¥1,353,000 ¥1,690,000 ¥2,027,000 

長期滞在
割引

- - - - - - - ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 

マンツーマンレッスン３のみの気軽なプラン

※未記載週の計算方法※ 9週間の場合：8週の料金＋1週の料金



費用（総合英語(ESL) スタンダードコース）

1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

6人部屋 ¥50,000 ¥90,000 ¥125,000 ¥149,000 ¥199,000 ¥239,000 ¥274,000 ¥293,000 ¥437,000 ¥581,000 ¥725,000 ¥869,000 

4人部屋 ¥60,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥159,000 ¥219,000 ¥259,000 ¥294,000 ¥313,000 ¥467,000 ¥621,000 ¥775,000 ¥929,000 

2人部屋 ¥70,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥189,000 ¥259,000 ¥309,000 ¥349,000 ¥373,000 ¥557,000 ¥741,000 ¥925,000 ¥1,109,000 

1人部屋 ¥80,000 ¥135,000 ¥185,000 ¥240,000 ¥320,000 ¥375,000 ¥425,000 ¥475,000 ¥710,000 ¥945,000 ¥1,180,000 ¥1,415,000 

東横イン
(2人部屋)

¥102,500 ¥195,000 ¥277,500 ¥350,000 ¥452,500 ¥545,000 ¥627,500 ¥695,000 ¥1,040,000 ¥1,385,000 ¥1,730,000 ¥2,075,000 

東横イン
(1人部屋)

¥110,000 ¥210,000 ¥300,000 ¥380,000 ¥490,000 ¥590,000 ¥680,000 ¥755,000 ¥1,130,000 ¥1,505,000 ¥1,880,000 ¥2,255,000 

長期滞在
割引

- - - - - - - ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 

32

【一番おすすめ】マンツーマン４＋グループ２

■入学金：2万円(税込)

レベル診断テスト・日本人カウンセラーによる学習カウンセリング・初回教材

■マンツーマンレッスン追加の場合：6,000円/週 1日1時間×5日間の計算となります。

■24週以上も受付可能です。 32

※未記載週の計算方法※ 9週間の場合：8週の料金＋1週の料金



費用（総合英語(ESL) インテンシブコース）

1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

6人部屋 ¥56,000 ¥102,000 ¥143,000 ¥173,000 ¥229,000 ¥275,000 ¥316,000 ¥341,000 ¥509,000 ¥677,000 ¥845,000 ¥1,013,000 

4人部屋 ¥65,000 ¥110,000 ¥150,000 ¥179,000 ¥244,000 ¥289,000 ¥329,000 ¥353,000 ¥527,000 ¥701,000 ¥875,000 ¥1,049,000 

2人部屋 ¥75,000 ¥130,000 ¥175,000 ¥209,000 ¥284,000 ¥339,000 ¥384,000 ¥413,000 ¥617,000 ¥821,000 ¥1,025,000 ¥1,229,000 

1人部屋 ¥85,000 ¥145,000 ¥200,000 ¥260,000 ¥345,000 ¥405,000 ¥460,000 ¥515,000 ¥770,000 ¥1,025,000 ¥1,280,000 ¥1,535,000 

東横イン
(2人部屋)

¥108,500 ¥207,000 ¥295,500 ¥374,000 ¥482,500 ¥581,000 ¥669,500 ¥743,000 ¥1,112,000 ¥1,481,000 ¥1,850,000 ¥2,219,000 

東横イン
(1人部屋)

¥116,000 ¥222,000 ¥318,000 ¥404,000 ¥520,000 ¥626,000 ¥722,000 ¥803,000 ¥1,202,000 ¥1,601,000 ¥2,000,000 ¥2,399,000 

長期滞在
割引

- - - - - - - ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 

33

マンツーマン６＋グループ１のスパルタ型コース

■入学金：2万円(税込)

レベル診断テスト・日本人カウンセラーによる学習カウンセリング・初回教材

■マンツーマンレッスン追加の場合：6,000円/週 1日1時間×5日間の計算となります。

■24週以上も受付可能です。 33

※未記載週の計算方法※ 9週間の場合：8週の料金＋1週の料金



費用（総合英語(ESL) スーパーインテンシブコース）

1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

6人部屋 ¥58,000 ¥106,000 ¥149,000 ¥181,000 ¥239,000 ¥287,000 ¥330,000 ¥357,000 ¥533,000 ¥709,000 ¥885,000 ¥1,061,000 

4人部屋 ¥68,000 ¥116,000 ¥159,000 ¥191,000 ¥259,000 ¥307,000 ¥350,000 ¥377,000 ¥563,000 ¥749,000 ¥935,000 ¥1,121,000 

2人部屋 ¥77,000 ¥134,000 ¥181,000 ¥217,000 ¥294,000 ¥351,000 ¥398,000 ¥429,000 ¥641,000 ¥853,000 ¥1,065,000 ¥1,277,000 

1人部屋 ¥87,000 ¥149,000 ¥206,000 ¥268,000 ¥355,000 ¥417,000 ¥474,000 ¥531,000 ¥794,000 ¥1,057,000 ¥1,320,000 ¥1,583,000 

東横イン
(2人部屋)

¥110,500 ¥211,000 ¥301,500 ¥382,000 ¥492,500 ¥593,000 ¥683,500 ¥759,000 ¥1,136,000 ¥1,513,000 ¥1,890,000 ¥2,267,000 

東横イン
(1人部屋)

¥118,000 ¥226,000 ¥324,000 ¥412,000 ¥530,000 ¥638,000 ¥736,000 ¥819,000 ¥1,226,000 ¥1,633,000 ¥2,040,000 ¥2,447,000 

長期滞在
割引

- - - - - - - ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 

34

マンツーマン７レッスンのマンツーマン特化型

■入学金：2万円(税込)

レベル診断テスト・日本人カウンセラーによる学習カウンセリング・初回教材

■マンツーマンレッスン追加の場合：6,000円/週 1日1時間×5日間の計算となります。

■24週以上も受付可能です。 34

※未記載週の計算方法※ 9週間の場合：8週の料金＋1週の料金



費用（試験対策(TEST) スタンダードコース）

35

IELTS・TOEFL・TOEIC・ビジネス・英検等に対応

1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

6人部屋 ¥60,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥159,000 ¥219,000 ¥259,000 ¥294,000 ¥313,000 ¥467,000 ¥621,000 ¥775,000 ¥929,000 

4人部屋 ¥70,000 ¥110,000 ¥145,000 ¥169,000 ¥239,000 ¥279,000 ¥314,000 ¥333,000 ¥497,000 ¥661,000 ¥825,000 ¥989,000 

2人部屋 ¥80,000 ¥130,000 ¥170,000 ¥199,000 ¥279,000 ¥329,000 ¥369,000 ¥393,000 ¥587,000 ¥781,000 ¥975,000 ¥1,169,000 

1人部屋 ¥85,000 ¥140,000 ¥192,500 ¥250,000 ¥335,000 ¥390,000 ¥442,500 ¥495,000 ¥740,000 ¥985,000 ¥1,230,000 ¥1,370,000 

東横イン
(2人部屋)

¥105,000 ¥200,000 ¥285,000 ¥360,000 ¥465,000 ¥560,000 ¥645,000 ¥715,000 ¥1,070,000 ¥1,425,000 ¥1,780,000 ¥2,135,000 

東横イン
(1人部屋)

¥112,500 ¥215,000 ¥307,500 ¥390,000 ¥502,500 ¥605,000 ¥697,500 ¥775,000 ¥1,160,000 ¥1,545,000 ¥1,930,000 ¥2,315,000 

長期滞在
割引

- - - - - - - ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 

■入学金：2万円(税込)

レベル診断テスト・日本人カウンセラーによる学習カウンセリング・初回教材

■マンツーマンレッスン追加の場合：6,000円/週 1日1時間×5日間の計算となります。

■24週以上も受付可能です。 35

※未記載週の計算方法※ 9週間の場合：8週の料金＋1週の料金



費用（試験対策(TEST) インテンシブコース）

36

1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

6人部屋 ¥65,000 ¥110,000 ¥150,000 ¥179,000 ¥244,000 ¥289,000 ¥329,000 ¥353,000 ¥527,000 ¥701,000 ¥875,000 ¥1,049,000 

4人部屋 ¥75,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥189,000 ¥264,000 ¥309,000 ¥349,000 ¥373,000 ¥557,000 ¥741,000 ¥925,000 ¥1,109,000 

2人部屋 ¥85,000 ¥140,000 ¥185,000 ¥219,000 ¥304,000 ¥359,000 ¥404,000 ¥433,000 ¥647,000 ¥861,000 ¥1,075,000 ¥1,289,000 

1人部屋 ¥90,000 ¥150,000 ¥207,500 ¥270,000 ¥360,000 ¥420,000 ¥477,500 ¥535,000 ¥800,000 ¥1,065,000 ¥1,330,000 ¥1,480,000 

東横イン
(2人部屋)

¥111,000 ¥212,000 ¥303,000 ¥384,000 ¥495,000 ¥596,000 ¥687,000 ¥763,000 ¥1,142,000 ¥1,521,000 ¥1,900,000 ¥2,279,000 

東横イン
(1人部屋)

¥117,500 ¥225,000 ¥322,500 ¥410,000 ¥527,500 ¥635,000 ¥732,500 ¥815,000 ¥1,220,000 ¥1,625,000 ¥2,030,000 ¥2,435,000 

長期滞在
割引

- - - - - - - ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 

IELTS・TOEFL・TOEIC・ビジネス・英検等に対応

■入学金：2万円(税込)

レベル診断テスト・日本人カウンセラーによる学習カウンセリング・初回教材

■マンツーマンレッスン追加の場合：6,000円/週 1日1時間×5日間の計算となります。

■24週以上も受付可能です。 36

※未記載週の計算方法※ 9週間の場合：8週の料金＋1週の料金



費用（試験対策(TEST) スーパーインテンシブコース）

37

1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

6人部屋 ¥68,000 ¥116,000 ¥159,000 ¥191,000 ¥259,000 ¥307,000 ¥350,000 ¥377,000 ¥563,000 ¥749,000 ¥935,000 ¥1,121,000 

4人部屋 ¥78,000 ¥126,000 ¥169,000 ¥201,000 ¥279,000 ¥327,000 ¥370,000 ¥397,000 ¥593,000 ¥789,000 ¥985,000 ¥1,181,000 

2人部屋 ¥88,000 ¥146,000 ¥194,000 ¥231,000 ¥319,000 ¥377,000 ¥425,000 ¥457,000 ¥683,000 ¥909,000 ¥1,135,000 ¥1,361,000 

1人部屋 ¥93,000 ¥156,000 ¥216,500 ¥282,000 ¥375,000 ¥438,000 ¥498,500 ¥559,000 ¥652,000 ¥715,000 ¥775,500 ¥836,000 

東横イン
(2人部屋)

¥114,000 ¥218,000 ¥312,000 ¥396,000 ¥510,000 ¥614,000 ¥708,000 ¥787,000 ¥1,178,000 ¥1,569,000 ¥1,960,000 ¥2,351,000 

東横イン
(1人部屋)

¥120,500 ¥231,000 ¥331,500 ¥422,000 ¥542,500 ¥653,000 ¥753,500 ¥839,000 ¥1,256,000 ¥1,673,000 ¥2,090,000 ¥2,507,000 

長期滞在
割引

- - - - - - - ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 

IELTS・TOEFL・TOEIC・ビジネス・英検等に対応

■入学金：2万円(税込)

レベル診断テスト・日本人カウンセラーによる学習カウンセリング・初回教材

■マンツーマンレッスン追加の場合：6,000円/週 1日1時間×5日間の計算となります。

■24週以上も受付可能です。 37

※未記載週の計算方法※ 9週間の場合：8週の料金＋1週の料金



費用 授業無しで宿泊のみ料金（親子留学等）

38

親子留学等も柔軟に対応させて頂きます。

※同伴者無しで滞在のみは不可とさせて頂きます※

→少なくとも1名以上受講する必要があります。

例：2人部屋の場合、ESL2人部屋スタンダードコース＋1名滞在のみ

■マンツーマンレッスン追加の場合：6,000円/週 1日1時間×5日間の計算となります。

■24週以上も受付可能です。 38

※未記載週の計算方法※ 9週間の場合：8週の料金＋1週の料金

1週間 2週間 3週間 4週間 5週間 6週間 7週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

4人部屋 ¥40,000 ¥70,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥190,000 ¥210,000 ¥235,000 ¥350,000 ¥465,000 ¥580,000 ¥695,000 

2人部屋 ¥50,000 ¥80,000 ¥110,000 ¥130,000 ¥180,000 ¥210,000 ¥240,000 ¥255,000 ¥380,000 ¥505,000 ¥630,000 ¥710,000 

東横イン
(1人部屋)

¥90,000 ¥170,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥390,000 ¥470,000 ¥540,000 ¥595,000 ¥890,000 ¥1,185,000 ¥1,480,000 ¥1,775,000 

長期滞在
割引

- - - - - - - ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥25,000 



税込価格となります。現地でのお支払いも可能です。

その他費用（基本的には渡航前ですが現地支払いも可）

SSP発行料：17,000円（現地支払：P6,800）

光熱費：1,250円/週（現地支払：P600/週）（30kw以上使用した場合1kw100ペソ加算）

水道・施設管理費(清掃・リネン交換)：500円/週 （現地支払：P200/週）

空港送迎(片道の空港→学校分)：2,000円 （現地支払：P1,000）

生徒IDカード発行費用：800円（現地支払：P400）

■マンツーマン授業追加も可能(1日1コマ1週)

6,000円/週（現地支払：P3,000）1コマ1,200円(税込) 現地追加の場合:1コマ500ペソ(ESL試験対策同様)

■土日受講もできます(1日5コマ×2日)

12,000円/週（現地支払：P6,000）1コマ1,200円(税込) 現地追加の場合：1コマ600ペソ(ESL試験対策同様)

全て税込表示となります。



その他費用②（渡航後に頂く費用）
①現地宿泊施設のデポジット：約1,500ペソ

②追加用の教材費用：約1,000ペソ~2,000ペソ

③ACRI-CARD発行費用(59日以上滞在の方のみ）：3,500ペソ

④ビザ延長費用

滞在日数30日（4週）まで：不要

滞在日数59日（8週）まで：4,140ペソ

滞在日数89日（12週）まで：9,550ペソ

滞在日数119日（16週）まで：13,080ペソ

滞在日数149日（20週）まで：16,620ペソ

滞在日数179日（24週）まで：20,160ペソ

⑤現地で延泊を希望される場合：1泊900ペソ～

その他ご要望が御座いましたら柔軟に対応します。



費用について

朝・昼・夜の食事(土日は朝・昼のみとなります。)

レベル診断テスト・学習カウンセリング費用・初回の教材費用

授業料・宿泊代金・登録料金

学内模擬試験(週に1回)

施設内インターネット使用料金

ウォーターサーバー費用

SSP登録費用・宿泊水道光熱費(管理費含む)

ドライヤーレンタル・リネン交換・清掃代金

空港送迎(片道)

宿泊学校施設保証金・生徒IDカード発行

洗濯代(提携先のランドリーショップで1回84ペソ)
往復航空チケット代金（航空券はご自身で手配をお願いします）

延長ビザ費用・ACR-Iカード
追加の教科書購入費用(1冊約2,000ペソ)
帰りの空港までの移動費用

ご請求費用の中に
含まれております。
現地費用を含む場合。

ご請求費用の中に
含まれておりません。



■より宿泊施設に拘りたい生徒様向け

専用バスルーム

無料バスアメニティ

24時間フロントデスク

往復送迎(月～金のみ)

ホテルでの朝食(無料)

ホテル滞在プラン 東横イン(セブ)

日本クオリティーのホテル宿泊も可能です。 42



現地でのアクティビティ

■例①アイランドホッピング

■例②SDGsフィールドワーク(NGO訪問等)

43その他、現地校の訪問や国際交流等様々な企画を柔軟に実施可能です。



ボランティア体験について

■フィールドワークの例
‐現地でのゴミ山訪問

‐墓地スラムでの炊き出し体験

‐海上スラム等。。。

44その他、現地校の訪問や国際交流等様々な企画を柔軟に実施可能です。



ボランティア体験の例
■現地体験の例（半日体験の場合）

(時間帯等については変更となる可能性が御座います)

8：00 VANでお迎え

9：00 団体施設着

オリエンテーション

9：20 炊出し調理補助

10：00 団体説明

10：40 墓地に移動

11：15 炊出し・子ども達と交流

12：00 終了

13：00 宿舎到着

45その他、現地校の訪問や国際交流等様々な企画を柔軟に実施可能です。

■現地体験の例（1日体験の場合）

(時間帯等については変更となる可能性が御座います)

8：00 VANでお迎え

9：00 団体施設着

団体説明・オリエンテーション

10：00 炊出し・午後の活動の準備

11：30 昼食（お弁当）

12：30 ゴミ山に移動

13：30 ゴミ山到着

現地の子ども達に準備をした活動を提供

14：30 地域の人々に炊出し

15：00 ゴミ山出発

語学学校施設に戻り、振り返り

16：00 終了

現地NGOスタッフがサポートします。

基本的には土日催行となります。
その他曜日は要相談です。



日本人用デスクのある病院との提携

■Chong hua hospital mandaueとの連携

■補償対象の保険会社

46上記保険会社に加入していれば現地での支払いの必要は御座いません。

弊校担当医師のDr. Bimbo Tequillo
日本ヘルプデスク担当のビンボ医師弊校提携先のチョンファ総合病院（車で約10分～15分）



返金ポリシー
必ずご契約の前にご確認をお願いします。

■渡航前
渡航の2週間前までは全額返金させて頂きます。(入学金2万円を除く)

渡航の2週間を切った場合は授業料の70％を返金。(入学金2万円＋総授業料の30％がキャンセル費用)

渡航48時間前のPCR検査で陽性の場合、渡航後のキャンセル(自己都合)と同様に対応。(延期手数料1万円)

■渡航後（自発的に申し出た場合）「自己都合」
スタート４週間後からの返金対象となります。4週間以降残りの授業料の半額を返金とさせて頂きます。

※例：月曜日にキャンセル手続きをした場合、その週は認められません。前週の水曜日までに申し出てください。

■渡航後（感染症や地震等の天災の場合）
帰国をせざるを得ない状況で返金を求めた場合「1週間分」を返金手数料として徴収させて頂きます。

消費週＋1週間分(キャンセル費用)以外の残りの金額を全額返金させて頂きます。

※実質1週間分がキャンセル手数料となります。レッスン消費週＋1週間となります。

※例：月曜日にキャンセル手続きをした場合、その週は1週間内として認められません。該当週＋1週間の計算をします。

渡航後の場合、入学金は返金に含みませんのでご了承の程宜しくお願いします。

47返金はフィリピン現地法人「CURIOUS WORLD ACADEMY INC.」からの返金となります。



空港送迎の指定日と入学日

■空港送迎指定日（2022年）

10月23日、11月6日、11月20日

12月4日、12月18日、12月25日

■空港送迎指定日（2023年）

1月1日、1月15日、1月29日、2月12日、2月26日

3月12日、3月26日、4月9日、4月23日

5月7日、5月21日、6月4日、6月18日

7月2日、7月16日、7月30日、8月13日、8月27日

9月10日、9月24日、10月8日、10月22日

11月5日、11月19日、12月3日、12月17日、12月31日

48

基本的には日曜日が入寮日となり、土曜日が退寮日となります。

指定日以外のピックアップについてはお問い合わせ下さい。

指定日のピックアップについて
はお問い合わせ下さい。



学校ルール①
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■修了要件
授業参加80％以上 (体調不良や疾病は除く)。遅刻は15分まで (15分以上の遅刻は欠席とみなします)

■外出
平日の月～木の外泊は禁止。門限は24時までとさせて頂きます。

金土曜日は外泊可能(水曜日までの外泊届と承認が必要) (※外泊届が無ければ基本的には門限は24時)

また、１人で外出する際は近くにあるインシュラースクエア内までとなります。

18歳以下は20時までの門限とします。

■各サービスについて
洗濯：学校近くのモール内にあるクリーニングサービスが割引で利用できます。（仕上がりまでに2～3日）

ルームクリーニング：RedDoorzの受付に伝えて頂ければルームクリーニングが可能です。(毎日可能。)

■バッグの中身チェック
17時～24時まで外出する場合は外出する生徒様のバックの中身をチェックします。

アルコールや危険物のチェックをするため。



学校ルール②
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■異性の同棲について
結婚をしていれば同棲は可能です。結婚をしていないカップルの同棲は認められません。

東横インホテル滞在の場合は結婚をしていなくても同棲は可能です。

交際は可能ですが、キス等の風紀を乱す行為や同部屋への入室は禁止です。

■18歳以下について
18歳までの生徒は屋上へいけません。

■飲酒について
金曜日の夜(模擬試験後)又は土・日

飲酒可能な場所は1階の食堂、又は外での飲酒は可能です。

室内は禁煙となります。外に設置されている喫煙エリアにてお願いします。

■自習室
自習室は24時まで利用可能です。(電気のONとOFFを忘れないようお願いします。)



学校ルール③
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■EPO
レッスンルーム内ではEOPとなります。もし母国語を話すと罰金となります。

■食事の時間
朝 ：7時～9時
昼 ：11時～13時
夜 ：18時～20時
土日：9時～12時までのブランチとさせて頂きます。
もし、時間がずれてしまう場合は前日までに仰ってください。
アレルギーや宗教上食べられない食品がある場合は柔軟に対応させて頂きます。

■服装
パジャマでの授業参加は禁止。過度な露出の服装も禁止とさせて頂きます。

■その他
週末に講師と生徒で外出は可能です。(学校で責任は持ちません)



【学習カウンセリング】

困った時のお問い合わせはこちらまで

お問い合わせ【英会話カスタマーサポート】

E-mail                 ：info@curious-world.net

Skypeコール ：live:hothomerunkido 受付時間：9:00-22:00）

【公式】LINE＠ ： @uwz5079u

電話番号 ：080-3643-1564

代表LINE              ：info1103
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