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学校名 EG ACADEMY

学校住所
#Lot 3 Friendship Highway, Cutcut, Angeles City,  Pampanga, 
Philippines

電話番号 +63-45-43-1541

滞在形態 ドミトリー

最大定員数 200名

SSP番号 AFF-2005-037

TESDA番号 NTR0613060167



資本（韓国系、日系、他） 韓国系

設立年度 2013年

空港から車での所要時間 マニラ空港から約2時間／クラーク空港から約15分

生徒の主要国籍 日本、韓国、台湾、

日本人生徒率が最も高い月と% 3月/63%

日本人生徒率が最も低い月と% 7月/24%

門限
月曜日～木曜日、日曜、祝日：23時／金曜日、土曜日、祝前
日：1時

マンツーマン教室数 123室

グループ授業教室数 20室

日本人正社員 1名

日本人学生兼スタッフ 2名

学校内施設
スクールビルディング、ドミトリー(2棟)、食堂、ガードハウス、カバ
ナ(売店)、プール、バドミントンコート、バスケットコート、駐車場、シ
アタールーム、大教室(3部屋)



Wifi (3G or 4G) 4G

Wifiで動画視聴可 or 不可 可(場所による)

レンタルポケットWifi 無

共用パソコン有無(有は台数） 無

学食は週末含め全食提供？ 毎日一日三食提供

学食のおかわり制限有無 基本制限なし

自習室利用可能時間帯 24時間利用可能。マンツーマンルームを自習室として開放。

売店有無(有は営業時間帯） 有 (平日9:00～17:00 )

カフェ有無(有は営業時間帯） 無

バスケットコート有無 有

バトミントンコート有無 有

卓球台有無 無

体育館有無 無

プール有無(有は幅約何mか) 有（縦幅 14m、横幅 10m）

敷地or講義棟内の共用トイレ有無 講義棟内に有（1Fと2F)

ジム有無(有は具体的な器材&数) 無（徒歩圏内にジム施設有り）



個室屋数(男女合計)、コンセント数
第一ドミトリー（15室 コンセント：8）／第二ドミトリー（18室 コ
ンセント：10）

2人部屋数(男女合計)、コンセント数

4人部屋数(男女合計)、コンセント数
第一ドミトリー（18室 コンセント：10）／第二ドミトリー（12室
コンセント：12）

チェックイン曜日 日曜

チェックアウト曜日 土曜

空港ピックアップ可能時間帯 24時間対応可能

空港以外のピックアップ可否 場所により可。事前に要問合せ。

延泊可否、可な際の1泊料金 最長2日間延泊可（1泊1,000P ）

延泊可な場合の部屋移動可能性 可能性有

夫婦を除く異性との同室滞在可否 不可



バスタブ有無 無

シャワー、トイレ同一 or 別々 1人部屋、2人部屋：同一／４人部屋：別々

トイレのウォッシュレット有無 全トイレ有

トイレットペーパーを流せるか 流せない

ベッド縦・横各cm 縦 約200cm、横 約100㎝

エアコンは日本式か現地式か 韓国式（LG社製) *日本と同タイプ

室内でのWifi状況
場所と時間帯による。場所によっては快適なWIFI環境（特
に第2ドミトリー◎）。

入学後の部屋タイプ変更可否 空きがあれば可能

入学後部屋タイプ変更の差額返金可否 無

室内設備、ハンガー有無
ベッド、デスク、椅子、クローゼット（鍵付き）、冷蔵庫、大き
な化粧鏡（第一ドミトリーのみ）



フィリピン人講師数 70名

欧米ネィティブ講師数 6名

季節限定の講師有無(有の場合団体向けか） 有（主に韓国と日本の団体向け）

正社員になれる採用基準
四大卒、TOEIC形式のテスト受験、ヘッドティーチャー面接、校長面
接、トレーニング期間有

正社員に対する定期トレーニング頻度
講師の空きコマがあればヘッドティーチャーもしくはネイティブ講師
からのトレーニングを毎日実施。ピークシーズンはトレーニング無し。

祝日の際の補講有無 4週間で授業日が18日以下になった場合は、補講有

マンツーマン講師の変更可否 可

マンツーマン講師の変更申請曜日 木曜日

グループ授業の変更可否 可

グループ授業の変更申請曜日 木曜日

マンツーマン授業1週1コマ追加料金 6,500P（日本で支払う場合：$163）

グループ授業→マンツーへの変更可否 可

グループ授業→マンツーへの変更料金 2,500P（日本で支払う場合：$63）



入学後のコース変更可否 可

入学後のコース変更差額返金有無 無

入学後コース変更差額返金の支払方法 無

親子留学受入可否 可

親子留学受入可な際の子供年齢下限 6歳

親子留学用のジュニアコース有無 有

親子留学の親授業受講は必須か否か 必須

親子留学の保護者向けコース有無 無

ベビーシッター有無(有の場合詳細) 無

子供用の食事提供有無 無

未成年単独留学受入下限年齢 15歳(高校生)以上

未成年単独留学追加料金 無

未成年単独留学サポート有無 有

未成年単独留学サポート有の際、詳細 帰国時にスタッフが空港まで同行（自身の送迎費＋$50）



防犯カメラ有無、有の際、合計台数 有 合計45個

害虫駆除有無、有の際、頻度 有 月1回

室内エアコン掃除頻度 年4回

食器の熱湯消毒器有無 無

コップの熱湯消毒器有無 有

プールの薬剤投与頻度 毎日の点検によって投与するか判断

プールの水総入れ替え頻度 半年に一回

プールの水面掃除頻度 毎日

プールの掃除頻度 毎日

寮室内掃除頻度 週3回

無料共用洗濯機有無、有の際、台数 無

到着日、夕食時間以降の軽食提供有無 有（カップ麺、カップケーキ）

到着日のウェルカムセット(有の際、内容)
有（ミネラルウォーターボトル、カップ麺、シャンプー、トイ
レットペーパー、カップケーキ、固形石鹸）



水・湯サーバー有無、有の際、全台数 有 合計7台

ガードにタクシーを呼べるか可否 オフィスにて予約可能

1・2週間留学の場合、月曜午後授業可否可

土日に授業の追加可否 可（1コマ400P）

学校主催の定期アクティビティ有無 無

帰国時送迎サービス有無 有

帰国時送迎サービス有の日本払料金 $70 

帰国時送迎サービス有の現地払料金 2,700P（乗車人数で頭割り）

校内に看護師常駐有無 無

医師の定期訪問有無 2週に1回有

最寄病院の日本語サービス 車で約15分のAIUホスピタルに日本語デスクあり



スパルタ規則有の際、入学後変更可否 変更可

英語オンリーポリシー有無 有

英語オンリーポリシー有の際、実情は ほぼ無いと言って良い

洗濯サービス有の際、返却は何日後か 1～2日後

ビザ延長代行手数料有無、有の際料金 無

ESL教材費目安(1~3週間の場合) 1,000～1,500P

ESL教材費目安(4週間の場合) 1,500P

ESL教材費目安(12週間の場合) 2,000P

試験対策教材費目安(1~3週間の場合) ESLと同じ

試験対策教材費目安(4週間の場合) ESLと同じ

試験対策教材費目安(12週間の場合) ESLと同じ



電気代目安(4週間個室の場合) 1,800P (1kw=12Pが加算)

電気代目安(4週間2人部屋の場合) 900P (1kw=12Pが加算)

電気代目安(4週間4人部屋の場合) 600P (1kw=12Pが加算)

寮保証金 3,000P

電気代関連の精算(保証金と相殺か) 電気代と教材費を保証金で相殺

ECC代金とあれば手数料 500P（手数料込）

入学初日に支払うもの(4週間以下） 約11,100～11,300P

入学初日に支払うもの(5~8週間） 約11,300～11,630P

入学初日に支払うもの(9~24週間） 約11,630P～40,120P



校内クレジットカード使用可否 不可（フィリピンペソ又はドル現金のみ)

SIMカード無料提供有無 無

再入学の際、入学金は無料か 無料

再入学の際、SSPは無料か 再度要支払い

留学期間中、週単位の休学可否 可(ただし返金なし)

週末に1泊か2泊の外泊旅行可否 可

タクシーを拾える平均分数目安 5分

最寄りのコンビニまでの所要時間 徒歩2分

最寄りのモールまでの所要時間 5分（タクシー、ジプニー、トライシクル）

周辺環境(田舎 or 都会 or 住宅地 or 
畑) 

都会まではいかないものの徒歩五分以内にゴルフ練習場、
スーパー、コンビニ、マッサージ店、ファストフード店、レスト
ランなどが入った商業施設あり。

その他、徒歩12分以内にあるもの スポーツジム、カフェ


