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以下は、CNE1 International Language School（以降 CNE1）の規定となります。 
 

必ずこの学校規定書をよく読んで頂き、同意の上、署名捺印の程、宜しくお願い致します。 
 

学校規定は全て、皆様が安全で快適なフィリピンの学校生活を送って頂くためのものですので、ご協

力の程、宜しくお願い致します。その他、何かお気づきの点、ご不明などございましたら、CNE1 のスタ

ッフにお気軽にご相談ください。 
 

署名捺印は、この CNE1 学校規定の最終ページに添付されている同意書をプリントアウトし署名捺印

の上、当校にお持ち下さい。 
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CNE1 学校規定 



 

■支払い規定 
 

＜お支払い方法と期日＞ 

当校のお支払いは、下記の 3 種類で、日本でお支払いいただく費用と、現地でお支払いをお願いす

る費用がございます。 
 

1. 入学金   （日本で事前に支払う費用） 

2. 留学基本料金（日本で事前に支払う費用） 

3. その他の費用（フィリピンに到着してから現地通貨フィリピンペソ払い） 
 

＜「その他の費用」について＞ 

 共益管理費    1,100ペソ / 1週間あたり 

 テキスト代     300～450ペソ/冊 

 SSP取得料金（特別学習許可書） 6,100ペソ 

 寮の保証金    2,500ペソ 

※器物破損等々がなければ、最後に全額をご返金させて頂きます。 

～以下、必要に応じて～ 

 空港送迎サービス（日曜日指定サービス）片道 2,500ペソ 

      （日曜日以外サービス）片道 1名様 5,000ペソ / 2名様以上 3,500ペソ  

 観光ビザ延長料金料金は下記表をご参照ください。 

 ACR I-Card（外国人登録証）取得料 3,000ペソ 

 60日以上滞在ビザ延長同行サポート料（スタッフ同行費、交通費も含む）1,000ペソ 

 授業変更/追加料/留学延長料 

 

滞在週 
写真の数

(枚) 

SSP費用 

(ペソ) 

ビザ延長費用 

(ペソ) 

ARP・ACR-I 

申請費用 

(ペソ) 

ECC申請費用 

（ペソ） 

1～4週 1 

6,100 

無料 － － 

5～8週 2 3,600 － － 

9～12週 4 8,500 

3,000 

－ 

13～16週 4 11,400 － 

17～20週 4 14,300 － 

21～24週 8 17,200 1,000 

 

学校に到着した翌日の月曜日にお支払いをして頂きます。 

クレジットカード及びトラベラーチェックのご利用はできません。 

フィリピン通貨のフィリピンペソのみでのお支払いとなります。 

 

※現地で、ATM での引き出しや両替をされる際は、学校から近くの銀行や両替所まで、当校のスタッ



 

フがお連れしますので、ご安心ください。 

 

※お支払いの際、日本円をご持参して頂いて、学校の近くの両替所で換金して頂くのが一番良いレ

ートです。ATM機ですと手数料がかかってしまい、割高になります。 

（ATM機は、1回で引き出せる上限が 3,000～10,000ペソです。1日 3～5回まで引き出す事ができま

す。手数料は、1回の引き出しに付き 200ペソ前後かかります。引出上限金額、回数は ATM機によっ

て異なります。）また、手数料は各銀行・会社によって異なりますので、ご確認をお願い申し上げます。 

※クレジットカードで、現金を引き出せない人が増えています。出発までに銀行やカード会社へご確認

ください。 

 

■返金規定 

 

＜途中解約返金制度の基本ルール＞ 

万が一、途中解約があった場合でも授業料と寮費の返還をさせて頂くようにルールを作りました。 

※CNE1 では、前受金は、会計ルールに基づき、バランスシート上、負債として扱っていますので、返

金に応じる事ができるようになっています。 

 

≪渡比後≫ 

 

キャンセル申出日の次の週から 4週間分に関して返金はございません。 

4週間以降の残りの期間に対しては 80％の金額をお返し致します。 

 

解約のお申し出日は、月曜日から木曜日の間の朝、8時から夕方の5時までとなっています。金曜日、

土曜日、日曜日、祝日の解約のお申し出は受け付けておりません。当校指定の申請書に記入して、

事務所までご提出をお願い致します。 

 

当校からのご返金は、お申し出頂いてから 2週間後にフィリピンペソでお支払いさせて頂きます。 

（日本円での返金はございませんので、お気をつけください） 

 

ご自身のご都合（一時帰国、旅行、病気、入院等）で授業を欠席される場合は、返金の対象外となりま

すので、ご注意下さい。 

当校の規定ルールに背く行為により退学処分を受けた場合は、一切の返金を致しかねますのでご注

意ください。 

 

≪渡比前≫ 
 

【入学日の 22日前まで】 

入学金 1万 5千円がキャンセル料となります。 

お振り込みして頂きました留学費用は、100％全額返金させて頂きます。 



 

※返金の際の振込手数料は、生徒様にご負担頂きます。 

 

【入学日の 21日前から留学当日まで】 

入学予定日から 4週間分に関しては、返金はございません。4週間以降の残りの期間に対しては 80％

の金額をお返し致します。 
 

入学金と海外送金手数料の返金はございません。 

※返金の際の振込手数料は生徒様にご負担頂きます。 
 

※卒業生は、入学金は免除となりますが、キャンセルをした場合は、上記のキャンセル規定に従ってキ

ャンセル料 15,000円を別途お支払いして頂きますのでご注意ください。 

 

■日程変更規定 

変更依頼日によって下記の 2つにわかれます。 
 

≪入学日の 22日前まで≫ 

具体的な日程をいれてご連絡された場合の日程変更料はかかりません。 
 

かならず具体的な日程をいれてご連絡ください。具体的な日程が無い場合は、キャンセル扱いとなり

入学金をキャンセル料として徴収させていただきます。 

 

≪入学 21日前から留学当日まで≫ 

日程変更料として 15,000円を頂戴いたします。 
 

かならず具体的な日程をいれてご連絡ください。具体的な日程が無い場合は、キャンセル扱いとさせ

て頂き、当校のキャンセル規定に従います。 

再度、日程変更依頼日より、5 営業日以内に、当校指定の銀行口座に日程変更料をお振り込みして

頂きます。入金確認までは仮予約とさせていただきます。 

 

≪卒業生の日程変更について≫ 

卒業生は入学金が免除となりますが、入学日の日程変更をした場合は、上記の日程変更規定に従っ

て頂きます。その際、規定により日程変更料として 15,000 円をお支払いして頂きますので、ご注意くだ

さい。 
 

日時変更のご連絡は、メールのみ、受けつけております。メール受信日を日程変更依頼日とさせて頂

きます。電話等での受付はしていませんので、お気をつけてください。 
 

※ホームページ上に記載されているサービス内容や料金等々が、事前の告知なしに変更になる場合

もございますので、ご理解、ご協力の程、宜しくお願い致します。 

 

 



 

■生活規定 

 

学校は、学業のための公共の場所であり、相互マナーを守らなければなりません。 

快適な環境と火事の危険を防止するために学校、部屋、食堂などすべての室内での喫煙は固く禁じ

ております。喫煙は、指定場所を利用してください。 
 

部屋内での飲酒は固く禁じております。部屋内での飲酒が認められた場合は、警告措置が取られます

のでご注意ください。 
 

学内では、金曜日の夜のみ当校のキャンパス内の指定場所でのみ、飲酒が認められています。飲酒

時間は、20時～0時までとなっています。その他の曜日は、一切禁じております。 
 

※未成年（20歳未満）のキャンパス内における飲酒・喫煙は曜日・時間帯等関係なく一切禁止です。 
 

2人部屋と 4人部屋の生徒は、他のルームメイトに迷惑をかけず、お互い尊重し、協調した生活を送っ

てください。 

特にルームメイトが、就寝している際は、懐中電灯を使うなど気遣いをお願いいたします。 
 

異性間の部屋に入ることを固く禁じております。見つけた場合は、警告措置が取られます。 

当校の廊下には、すべて 24時間監視しているセキュリティカメラを設置しています。 

 

■外泊及び外出 

 

学生の安全確保のため、無断外泊を禁止しています。旅行や外泊をする際は、場所・連絡先（携帯電

話番号）などを学校のゲートにいる警備員に外泊届け、報告をしなければなりません。 
 

講師と生徒が、1対 1で（2人だけで）外出、旅行、外泊することは禁止しています。同性同士の場合も

例外ではありません。 3 名以上の外出の際は、事前に学校の許可を得てください。許可なく、旅行や

外泊をした場合は、警告措置をとらせて頂きます。 
 

外泊届は、事件・事故に対する当校の責任を意味するものではありません。全ての事件・事故の一次

的な責任は本人にあります。当校ではその責任を負いかねますので、宜しくお願い致します。 
 

門限に関しては、18 歳以上（大学生、専門学生、社会人）の方は、特にルールは設けておりませんが、

他の方との共同生活になりますのでモラルの範囲内でお願い致します。 

他の生徒に迷惑を及ぼしていると認められた場合は、警告をさせて頂きます。 

※高校生以下の生徒は、21時までに戻って来て頂きます。 

※高校生未満のお子様は、親御さんが同伴していただける場合に限り外出を許可しております。 

 

■部屋の割当 

 



 

学生は部屋を任意で変更することはできません。 

2人部屋・4人部屋の使用中、欠員によって在室人数が少なくなった場合、他の部屋に移動していた

だくことがあります。 

 

■食事時間 
 

食事は指定された時間にとり、部屋への食器類の持ち込みは禁止されています。土日祝日など、事前

に食事を取られないことがわかっている場合は、その旨をアンケート用紙にご記入ください。 
 

指定時間外に、来られても食事の提供が出来ない可能性もあります。時間内に食事をするように心が

けてください。 
 

《平日の食事時間》 
 

●朝食 ： 7:00am～7:50am 

●昼食 ： 12:00pm～12:50pm 

●夕食 ： 18:00pm～19:00pm 
 

≪土日祝日の食事時間≫ 
 

●朝食 ： 8:00am～8:50am 

●昼食 ： 12:00pm～12:50pm 

●夕食 ： 18:00pm～19:00pm 

 

■洗濯物及び掃除 
 

洗濯は、週 3 回行います。お部屋に洗濯日が書いてありますので、お部屋に到着後ご確認ください。

お部屋の中に洗濯籠を置いていますので、その中に洗濯物をいれて、洗濯日にお部屋の外に洗濯

籠を出してください。早朝回収いたしますので、前日の夜、お部屋の外に出す事をお奨めします。 
 

フィリピンは水・洗剤などが日本とは違うため洗濯物の変形、脱色などが起きる可能性があります。当

校はこれに対して一切責任を負いませんので、高い服や大事な服などは本人が直接管理してくださ

い。衣類・タオルなどのみ洗濯可能であり、履物・かばん・帽子などは洗濯できません。 

洗濯が済んだ衣類は、各お部屋にお届けしますので、自分の分を速やかに持っていってください。 
 

もし、違うお部屋の衣類が混在していた場合は、事務所へお持ちください。 
 

雨季の時期（6 月～11 月）は、毎日のように雨が降りますので、洗濯物をその日にお返しできない場合

もございます。少し多めに服をご持参されるか、当校の近くのショッピングモールで購入する事をお薦

めします。 

部屋の掃除は、毎日行います。ベッドシーツと枕カバーは毎週日曜日に交換します。 

かならずお部屋の貴重品は、ご持参している鍵がかかるスーツケースの中や事務所の金庫の中に入



 

れてください。お部屋の中のクローゼットや机の中に貴重品等々は入れないでください。 

 

■物品保管規定 
 

個人の物品の保管に対する責任は、本人にあります。個人の物品盗難の場合、すべての責任は本人

にあり、当校に責任を問うことはできません。 
 

貴重品等々は、かならず鍵がかかるスーツケースや当校の事務所にある金庫の中に入れてください。

お部屋の中のクローゼットや机の中に貴重品等々は入れないでください。 
 

当校施設内の公共の場所にも貴重品等を放置しないようにして下さい。 
 

学校または他人の物品を盗んだ場合、直ちに退学措置とされ、現地の警察によって処罰されます。 

当校の廊下には、すべて 24時間監視しているセキュリティカメラが設置しています。 

 

■生活用品 
 

シャンプーやボディーシャンプー、歯磨き粉、タオル、コップ等の生活用品や薬等々は当校では提供

しておりませんので、各自でご用意ください。当校の近くに大きなショッピングモールがありますので、

そちらで購入が可能です。 

 

■ビザ（査証）の延長について 
 

観光ビザの有効期間切れに関する問題は、こちらでは責任を負いかねますので、必ず忘れないよう 

お願い致します。ビザ延長の申請が遅れた場合、罰金、ひどい場合は強制送還となってしまう可能性

もございますので、必ずビザが切れる 3週間前までに事務所へ、ビザ延長の申し込みをして下さい。 

かならずご自身で、パスポートに押されている日付の確認をお願い致します。フィリピンから一度、 

出国してしまいますと観光ビザはリセットされますので、ご注意ください。 
 

ビザ延長の申込をされる際は、 

・パスポート 

・5×5cmの顔写真（白背景） 

を事務所までお持ちください。写真の必要枚数はビザ延長日数によって変わってきます。 

お写真を準備する時間が無い方は、モールに行った際に撮影可能ですので、どうぞご安心ください。 

 

■ACR I-Card（外国人登録証）について 
 

フィリピンに 60 日以上滞在する学生は、ACR I-Card（外国人登録証）の申請をかならずしなければな

りません。 
 

この ACR I-Cardの発行は、非常に時間がかかりますので、当校を卒業時に、ACR I-Cardを貰ってい



 

ない方は、かならず事務所で ACR I-Card の領収書のコピーを受け取ってください。この領収書は、

ACR I-Cardと同じ価値があります。何か、ACR I-Card関係の問題があれば、この領収書のコピーを見

せれば問題ございませんので、ご安心ください。ACR I-Card（外国人登録証）に関する問題は、こちら

では責任を負いかねますので、必ず忘れないようお願い致します。 

 

■フィリピン滞在期間が、60日（9週間）以上となる学生について 
 

フィリピン入国管理局の通達により、2014年 10月 1日（水）より、フィリピン滞在期間が、60日（9週間）

以上となる学生のみ、本人が、直接フィリピン入国管理局に出向き、書類提出、顔写真撮影、署名、指

紋押捺などを行って頂きます。 
 
フィリピン入国管理局には、当校のスタッフがかならず同行し、 車の手配も行いますので、ご安心くだ
さい。 
 

ただ、入国管理局の業務時間内に出向く必要があるため、大変申し訳ございませんが、平日の授業

時間と重なります。午前中に手続きを済ませるようにし、午後から、授業が受講できるように対処させて

頂きます。約 3～4 時間程度(入国管理局内での手続きおよび往復移動時間)の時間が、必要になると

予想しています。  
 

※その日の交通状態、入国管理局の混み具合により時間は、変動しますので、その点はご理解の程、

宜しくお願い致します。 
 

60日以上滞在ビザ延長サポート料 

1,000ペソ 
 

※60日（9週間）以上フィリピンに滞在する学生のみ 

※車の手配/スタッフ同行/書類作成 

 

■授業と講師の変更について 
 

講師は皆様に平等に授業を受けて頂くため、平均的に割り振りをさせて頂いています。 

講師の指名はできません。 
 

授業と講師の変更をご希望される場合、まずは、当校指定の変更シートに記入し、当校の事務所に提

出してください。口頭のみは、受け付けておりません。 

スケジュール上の問題で、すぐに変更できない可能性がございます。 
 

変更のお申し出は、月曜日から木曜日の間の 17:00pm までとなっています。金土日祝の変更のお申

し出は受け付けておりません。 

木曜日の 17:00pmまでに変更シートを提出して頂ければ、翌週の月曜日から変更致します。 

ご自身の都合、体調不良等々で授業を欠席された場合の補講はございませんので、ご了承ください。 
 



 

担当講師が何らかの理由で、授業を行えない場合、代わりの講師が授業を行うか、後日担当講師によ

る補講が行われます。代わりの講師が授業を行う場合、授業内容が担当講師と異なる場合があります

ので、ご了承ください。代わりの講師による授業、もしくは担当講師による補講の授業をご自身の都合

でキャンセルされる場合の再度の補講はございませんので、ご了承ください。 

 

■祝祭日について 
 

フィリピン祝祭日には授業が行われません。これによる祝祭日に対する補講あるいは別途補償はあり

ません。 

フィリピンの祝祭日は、日本と異なり、急に変更になったり制定されたりすることがあります。そういった

場合にも、祝日の為の休講に関しては授業の振替や返金はございませんので、ご了承ください。 

 

■セキュリティについて 
 

学校の安全上、防犯上、警備員が、各宿舎に 24 時間常駐、セキュリティカメラを学内やキャンパス内

に設置しております。 

 

■節電、節水について 
 

当校は、生徒様にとって、シンプルな料金体系にするため、電気代や水道代は一定の料金設定にな

っています。なので、節電、節水のご協力をお願い致します。 

特に、部屋を出る際は、かならず部屋のクーラー、扇風機、電気は消してください。 

シャワー等々の水の節水にもご協力をお願い致します。 

 

■トイレ内の土足禁止について 
 

トイレ、シャワールーム内は、土足禁止になっています。トイレ前にありますスリッパをかならずご使用く

ださい。スリッパを使用後や、しっかりと靴箱に整頓して置いてください。 

 

■学内情報について 
 

学校からの情報は、当校スクールの 1階の掲示板に貼っていますので、ご確認をお願い致します。 

 

■パソコン、インターネット使用について 
 

無線 LAN付きのパソコンや携帯情報端末（iPhone, iPod touch等）をお持ち頂ければ、室内、学内、外

でも、インターネットが無料にてご利用頂けます。時々、ネットのスピードが安定しなく、回線がつながら

ない日があることもあります。 

他の利用者もいますので、個人の利用時間はモラルの範囲内でお願い致します。 
 
 



 

＜生徒様専用回線＞ 

各宿舎の回線は、CNE1 の生徒様専用回線ですので、口外されないよう、情報のお取り扱いには十分

ご注意くださいますよう、ご協力をお願いいたします。 
 

宿舎 ID パスワード 

第 1 宿舎（ルソン） LUZON_2FLR_1 cne1luzon2016 

 LUZON_2FLR_2 cne1luzon2016 

 LUZON_2FLR_3 cne1luzon2016 

第 2 宿舎（ビサヤ） VISAYAS_NBR_1 cne1vis2016 

 VISAYAS_NBR_2 cne1vis2016 

 VISAYAS_NBL_1 cne1vis2016 

 VISAYAS_NBL_2 cne1vis2016 

＜共用回線＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※第３宿舎(レジデンス)のパスワードは、ご滞在される方へ個別にお渡しさせていただきます。 

 

■退寮日について 
 

当校は、日曜日着で、日曜日が退寮日になります。かならず日曜日に退寮して頂きます。 

当校は、ホテルではありませんので、宿泊のみの延泊はできません。 

ご退寮時間はお昼の 12 時になります。その時間までにお部屋を出て頂き、事務所に鍵の返却をお願

い致します。 

また、お部屋の備品や施設物を毀損した場合は、速やかに報告をお願い致します。 

 

■弁償及び補償 
 

学校施設物を毀損した者は、それに相当する金額を返済しなければなりません。 

お部屋の鍵を紛失した場合は、100ペソをお支払いして頂きます。 

かならず退寮する日に事務所にお部屋の鍵の返却をお願い致します。忘れた方は、200 円の振込み

をして頂きます。 

宿舎 ID パスワード 

第 1 宿舎（ルソン）1F LUZON_LOBBY luzon20010a8141 

 LUZON_1FLR_1 cne1europe2016 

 LUZON_1FLR_3 cne1america2016 

 LUZON_1FLR_4 cne1asia2016 

ミンダナオ校舎 MINDANAO_1 mindanaowifi2015 

 MINDANAO_2 cne1min2016 

共用スペース CANTEEN cne1canteen2016 



 

■保証金 
 

保証金 2,500ペソを委託保管して、退出の時、部屋や施設等々に問題がない場合、返金致します。 

施設物の損傷がある場合、費用を追加で依頼する場合もありますので施設物管理には気を付けてく

ださい。 

 

■【ECC】Emigration Clearance Certificate（出国許可証明証）費用 
 

フィリピンで半年以上、一度も出国することなく滞在する生徒様は ECCの費用がかかりますので、事務

所にご連絡ください。ECC の申請に関する問題は、こちらでは責任を負いかねますので、必ず忘れな

いようお願い致します。 

 

■免責事項 
 

学校、寮および外出先（旅行など）で発生した全ての事件や事故に対する責任、損害等は全て生徒

様に帰属するものであり、当校では一切その責任を負いません。 
 

こちらでの生活における生徒様の故意または過失により、フィリピンの法令ならびに当校の規則等に

違反し、もしくは公序良俗に反する行為を行った結果生じた責任、損害等は全て生徒様に帰属するも

のであり、当校では一切その責を負いません。 
 

自然災害、火災、交通事故、戦乱、暴動、ストライキ、不慮の災難ならびに日本またはフィリピン政府 

および公的機関の政令もしくは命令による規制、その他不可抗力による事由により、生徒様が受ける

はずであった当校でのサービスが受けられなかった場合、またそれによって生徒様が被った損害等は、

申し訳ございませんが、当校では一切その責を負いかねますのでご了承下さい。 
 

留学中の事故や病気などの不慮の事態に備えるため、渡航前に必ず海外旅行損害保険に加入手続

きを行って下さい。当校では、留学中の被害・損害等に対する一切の補償を致しかねます。 

  



 

■ 到着翌日（月曜日）のスケジュール例 

 

これは、一例ですので、この通りにスケジュールが進まない事もあります。 

スケジュール 項目 内容 

7:00 a.m.～ 7:50 a.m. 朝食 朝食 

8:30 a.m.～ 9:00 a.m. スピーキングテスト TOEIC スピーキングテスト（30分） 

9:30 a.m. ～11:00 a.m. TOEICテスト（リーディング） TOEICテスト（リーディング） 

12:00 p.m.～13:00 p.m. 昼食 昼食 

13:00 p.m.～13:30 p.m. カウンセリング カウンセリング 

14:00 p.m.～15:00 p.m. オリエンテーション オリエンテーション 

15:30 p.m.～17:00 p.m. ショッピングモール 

両替 

ショッピング 

17:00 p.m.～18:00 p.m. お支払い お支払い 

18:00 p.m.～18:50 p.m. 夕食 夕食 

 

 

  

  



 

 

同 意 書 
 

 

 

CNE1 International Language School 殿 

 

 

私は、上記規約に同意の上、CNE1 International Language Schoolに滞在致します。 

 

 

 

 

日付            年         月         日 

 

 

 

 

署名                                          

  

 

◎必ず規定書をお読みになってから署名して下さい。 

 


