


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 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 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



メインキャンパス チャピスキャンパス
すべて 一般英会話コース テスト対策コース

※事前インタビュー 廃止



Power Speaking
Spartan Power Speaking 4 4

Intensive ESL
Spartan Intensive ESL 5 2

Power ESL 5 5 0

Power ESL 6
Spartan Power ESL 6

6 0

Power ESL 7
Spartan Power ESL 7

7 0

1:1 | 4:1

マンツーマンクラスのみ 自分のペース 学習したい
方向け。1日5～7コマ選べ 、2コマはPINESの教材
から科目を選択可能。(ビジネス,ライティング, プレゼ
ンテーション,発音 ) 

Junior Course 5 2
高校生以下のジュニア向けのコース。スピーキングを中
心 学習し、英語力のみ らず自信の向上。

メインキャンパス

1日8コマで最も人気のある定番のESLコース

グループクラスも参加したいけ 、1:1クラス 集中的
勉強したい方向けのコース
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年間を通じ
20～26℃前後

クラークから
最短 3時間

カテゴリー スパルタ 通常コース

夜の時間
オプションクラス or 強制自習

07:00PM〜09:50PM
オプションクラス or 外出 or 自習

外出

1.朝やクラスの い時間は外出可能 す。

2.平日07:00PM以降は外出 きません

3.週末は外出や外泊が可能 す。ただし日曜日
10:00PMが門限 るの それま 帰宅する事。

1.朝やクラスの い時間、クラス終了後は外出可能 す。

2.平日の門限は10:00PM ります。
※外出可能 すが、平日の飲酒は禁止！

3.週末は外出や外泊が可能 す。ただし日曜日
10:00PMが門限 るの それま 帰宅する事。

オプション
クラス

追加費用かからず参加可能 受講料を払っ 参加可能 (1コマ 300ペソ/2週間)

欠席時の
ペナルティ

(病欠以外)

1コマの欠席 ＝ 週末スタディー
週末スタディーを行わ かった場合は、

1コマ 300ペソの罰金

1コマの欠席 ＝ 週末スタディー
週末スタディーを行わ かった場合は、

1コマ 100ペソの罰金

追記

・スパルタをご希望の場合は通常コース＋5,000円/4週間 ります。
・お申し込み時 通常コースか、スパルタかを選択し ください。
・現地到着後 通常コースからスパルタ 変更したい場合は4週間 3,000ペソの追加 ります。
・2週間毎 変更可能 りますが、スパルタ お申し込みされ 、現地 通常コース 変更する場合は
差額の返金はございません。
・オプションクラスは最低人員 達し い場合は開講され い事もございます。
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コンピューターベースの公式の試験会場
Computer-delivered IELTS

基本的に毎週末、公式IELTSテスト受験可能！
申し込みやお支払いはフロントデスクにて受付しています。
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※24時間体制で常駐しております



平日
→ 3食 / 1日

土・日・祝日
→ 2食 / 1日









※洗濯に関して 常駐 洗濯スタッフが全て代理で行います





※グループクラス 最大人数 4人までとなっています



※こちらで パインス学生 み全商品20%OFFとなっています





※部屋内でもWI-FI 利用が可能です

※デスクに 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 み変動）

※4・6人部屋どちらもシャワー・トイレ別です
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※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








