








設立年月日 ２００１年

※新キャンパスオープンは2018年5月

定員 約２３０名

部屋タイプ １・２・４・６人部屋

常駐日本人
スタッフ数

３名

国籍比率
（年間平均）

日本30%/韓国30%/台湾12%/ベトナム12%/
中国10%/モンゴル等6%

提供コース 各ESLコース

提供レベル
レベル１～５

（チャピス上級キャンパスはレベル６～１０）

門限

平日外出禁止,土曜日門限無し,日曜日21:00まで

※6時00~8時00分,12時20分~13時20分,18時10分~19時10分外出可能

※セミスパルタを選択された場合、週2回外出可能（条件有）

WI-FI キャンパス内全域で利用可能(部屋内も含む)

メインキャンパス 概要①

ジム 毎日無料開放 (6:00AM~22:00PM)

※水曜日はメンテナンスの為クローズ

部屋清掃 週2回
・ベッドメイキング（枕、ブランケット交換）

・フロア清掃 / トイレ清掃
・シャワー室清掃
・デスク等、各所清掃

講師数/
スタッフ数 約150名/73名

洗濯①
ランドリースタッフ常駐(月~土)

洗い・乾燥 各P50 /1回あたり最大7KG

洗濯②
・週3回まで洗濯可能

・朝に出せば基本的にはその当日、
または次の日に返却されます

キャンパス

施設

・カフェベーカリー/コンビ二(韓国雑貨屋)/
お洒落なカフェ(フードメニュー有)/マッサージ屋/ 

その他各種商業施設が出店予定

各所

アクセス

・SMモール/タクシー10分
・バスターミナル/タクシー10分

・カフェ・レストラン等/徒歩圏内に多数有

入学日/

卒業日

入学日：隔週土曜日(2週毎), 
(チェックインは土曜日14時以降となります)

卒業日：毎週金曜日
(チェックアウトは土曜日12時となります)

※下記内容は事前の予告無く適宜変更されることがあります。



人気コース Power ESLコース (最安値)
（4コママンツーマン+4コマグループ)

人気部屋（男性） 6人部屋→4人部屋→1人部屋→2人部屋

人気部屋（女性） 4人部屋→1人部屋→6人部屋→2人部屋

講師トレーニング
新任講師、

採用前トレーニング有（毎日実施）

食事 毎日3食提供

※土曜日の夜、日曜日の朝は提供されません

食事の内容 韓国料理、日本食、フィリピン料理

（バランス良い頻度で提供されます）

食事時間
朝食→7:00～8:00
昼食→12:00～13:00
夕食→18:00～19:00

治安 とても良い

（超近隣に大統領の別荘有）

窓の有無

（寮内）
全お部屋タイプに有

メインキャンパス 概要②

海までの距離
バスで約2時間で

サーフィンビーチ有

金庫の有無
４・6人部屋に鍵付き棚有

（南京錠は別途キャンパス内で購入必要/P50)

自習室の利用 個室自習室/カフェテリア(24Hours)

公式テスト
センター

公式TOEIC, IELTSセンター認定有
（キャンパス内で約月1回公式試験が受けられます）

テストの
申し込み方法

現地で申し込み可能
（キャンパス内で申し込み出来ます）

バス停までの
所要時間

（マニラ空港行き）
タクシーで約10分（P100程）

授業時間 50分

土日・祝日の
授業追加 不可

平日の授業追加 可能（1コマ/4週間-P4,200)

※下記内容は事前の予告無く適宜変更されることがあります。



学校内での処方 可能

講師変更 可能（特別な事情がある場合に限る）

部屋タイプ変更
可能

・追徴が発生する場合→100%の差額
・返金が発生する場合→50%のみの返金

コース変更
可能

・追徴が発生する場合→100%の差額
・返金が発生する場合→50%のみの返金

教科書 独自で開発したテキストを利用

英検対応
基本的に不可

（レベルや内容により現地で要相談）

ビジネス英語 Premium ESL7コースにてテキストが選択可能

キャンパス
常駐ナース 有

学校斡旋の
ボランティア活動 無

メインキャンパス 概要③

学校主催の

アクティビティ

無

プール 無

近隣の公園

有

（朝の6時～8時は外出可能ですので、朝の時間に
ランニングや散歩等する事も可能です）

パソコン貸出 無

ヘアドライヤー 貸出有（P200/4週間）

冷蔵庫 1・2人部屋のみ

タオル等の

アメニティ
無

ATM 無

トラベルデスク 無

※下記内容は事前の予告無く適宜変更されることがあります。





2018年5月にオープンした新築キャンパス

バギオ市内の学校で最も清潔・綺麗なキャンパス施設

４・6人部屋の増設により、安価で高品質な留学を実現

スパルタプログラムのパイオニア

レベル１～５の学生が在籍出来ます（初心者でも安心！）

パインスアカデミックチーム独自開発のテキスト・カリキュラム

テストセンターの設置により、キャンパス内で公式テストが受講可能

1日の最大拘束時間11時間のスパルタ式キャンパス



自然豊かで学習に最適な環境

木々や緑に囲まれた郊外の立地で静かな学習環境があります

バギオ市の中心街までのアクセスは約10分（タクシー利用時）

充実のキャンパス内施設

カフェテリア併設のカフェベーカリーがあります

別館内にはマッサージスパや24時間オープンのカフェがあります

周辺には数多くのお洒落なカフェやレストランがあります（徒歩圏内）

キャンパス内にはコンビニ（食料雑貨店）があります

開放感溢れるカフェテリアは自主学習等に最適です







※24時間体制で常駐しております











※洗濯に関しては常駐の洗濯スタッフが全て代理で行います





※グループクラスの最大人数は4人までとなっています



※こちらではパインス学生のみ全商品20%OFFとなっています





※部屋内でもWI-FIの利用が可能です

※デスクには個人収納やコンセント、照明があります



※4人部屋も同じ部屋タイプになっております（ベッド数のみ変動）

※4・6人部屋どちらもシャワー・トイレ別です



※シャワー・トイレ別となっております

※冷蔵庫が設置されています



※シャワー・トイレ別となっております

※冷蔵庫が設置されています



※菓子類、飲み物、簡易食品、その他生活用品あり















設立年月日 ２０１３年

定員 約１２０名

部屋タイプ １・２・３人部屋

常駐日本人
スタッフ数

０名

（全てフィリピン人スタッフのEOP環境です）

国籍比率
（年間平均）

日本25%/韓国25%/台湾12%/ベトナム22%/
中国10%/モンゴル等6%

提供コース 各ESLコース・通常テスト対策コース
IELTS点数保証コース

提供レベル レベル６～１０
（メインキャンパスはレベル１～５）

門限

平日外出禁止,土曜日門限無し,日曜日21:00まで

※6時00~8時00分,12時20分~13時20分,18時10分~19時10分外出可能

※セミスパルタを選択された場合、週2回外出可能（条件有）

WI-FI キャンパス内全域で利用可能(部屋内も含む)

チャピスキャンパス 概要①

ジム 毎日無料開放 (6:00AM~21:30PM)

※水曜日はメンテナンスの為クローズ

部屋清掃 週2回
・ベッドメイキング（枕、ブランケット交換）

・フロア清掃 / トイレ清掃
・シャワー室清掃
・デスク等、各所清掃

講師数/
スタッフ数 約81名/27名

洗濯①
ランドリースタッフ常駐(月~土)

洗い・乾燥 各P50/1回あたり最大7KG

洗濯②
・週3回まで洗濯可能

・朝に出せば基本的にはその当日、
もしくは次の日には返却されます

キャンパス

施設

ミニストア(雑貨屋)/

近隣にカフェ有（徒歩1分）

各所

アクセス

・SMモール/タクシー20分
・バスターミナル/タクシー20分

・カフェ・レストラン等徒歩圏内にも有

入学日/

卒業日

入学日：隔週土曜日(2週毎), 
(チェックインは土曜日14時以降となります)

卒業日：毎週金曜日
(チェックアウトは土曜日12時となります)

※下記内容は事前の予告無く適宜変更されることがあります。



平均年齢 26.7歳 (時期によって変動) *2017年データ

人気コース IELTS対策コース
（4コママンツーマン+4コマグループ)

人気部屋（男性） 1人部屋→3人部屋→2人部屋

人気部屋（女性） 1人部屋→3人部屋→2人部屋

講師トレーニング
無し

（メインキャンパスで勤続1年以上、且つ評
価の著しく高い講師が配属されます）

食事
毎日3食提供

※土曜日の夜、日曜日の朝は提供されません

食事の内容 韓国料理、日本食、フィリピン料理

（バランス良い頻度で提供されます）

食事時間
朝食→7:00～8:00
昼食→12:00～1:00
夕食→18:00～19:00

治安 とても良い（郊外にあります）

窓の有無
（寮内） 全お部屋タイプに有

チャピスキャンパス 概要③

海までの距離
バスで約2時間で

サーフィンビーチ有

金庫の有無 無

自習室の利用 レッスン教室を開放しております

公式テスト
センター

公式TOEIC, IELTSセンター認定有
（キャンパス内で約月1回公式試験が受けられます）

テストの
申し込み方法

現地で申し込み可能
（キャンパス内で申し込み出来ます）

バス停までの
所要時間 タクシーで約20分（P150程）

授業時間 50分

土日・祝日の
授業追加 不可

平日の授業追加 可能（1コマ/4週間-P4,200)

※下記内容は事前の予告無く適宜変更されることがあります。



学校内での処方 可能

講師変更 可能（特別な事情がある場合に限る）

部屋タイプ変更
可能

・追徴が発生する場合→100%の差額
・返金が発生する場合→50%のみの返金

コース変更
可能

・追徴が発生する場合→100%の差額
・返金が発生する場合→50%のみの返金

教科書 独自で開発したテキストを利用

英検対応
基本的に不可

（レベルや内容により現地で要相談）

ビジネス英語 Premium ESL7コースにてテキストが選択可能

キャンパス
常駐ナース 有

学校斡旋の
ボランティア活動 無

チャピスキャンパス 概要②

学校主催の

アクティビティ

無

プール 無

近隣の公園

無

（朝の6時～8時は外出可能ですので、朝の時間に
ランニングや散歩等する事も可能です）

パソコン貸出 無

ヘアドライヤー 貸出無

冷蔵庫 1・2人部屋のみ

タオル等の
アメニティ 無

ATM 無

トラベルデスク 無

※下記内容は事前の予告無く適宜変更されることがあります。





国内最高峰のスパルタキャンパス

バギオ市内で最もレベルの高いスパルタキャンパス

キャンパス内は常時ハイレベルのEOP(母語禁止制度）を実施

メインキャンパスからの編入制度

レベル６～10までの

メインキャンパス在籍の学生はレベル６到達で編入可能

国内最高峰の専門講師が配属

長期滞在をお考えの学生も転校制度によりモチベーション維持が可能



充実のテスト対策コース

TOEIC, IELTS,TOEFL対策コースを提供しています

約６割の学生がIELTSコースを受講しています

国内最短のIELTS点数保証コース

国内最短の8週間のIELTS点数保証コース

公式スコア4.0以上→5.5保証, 5.0以上→6.0保証, 6.0以上→6.5保証

Preテスト準備対策コース（初級者向）も提供しています

IELTS専門講師は全員IELTS公式スコア7.5以上保持

開講以来全ての学生が保証スコアを達成しています（日本人学生のみ）







※24時間体制で常駐しています













※グループクラスの最大人数は4人までとなっています







※１・2人部屋は同じ部屋の構造になっております



※チャピスキャンパスより徒歩1分

1番人気のバジルアイスシェイク→






























