
I.BREEZE 空港ピックアップについて

ピックアップスタッフ 電話番号

Manager. Homey (中国) 0945-395-5770

Manager. Eric (台湾) 0945-192-4690

Manager. Heidi (日本) 0916-699-8019

Manager. Marcus (ベトナム) 0956-566-7444

Manager. Cisco (中国) 0916-697-6637

Manager. Lana (ベトナム) 0916-699-8001

Senior Manager. Honey 0916-745-4883

General Manager. Ven 0916-699-8006

※ 空港ピックアップ – 緊急連絡先

I.BREEZE  International Language Center 

www.cebuibreeze.com



出発前に必ずご用意していただく物

I.BREEZE International Languageセンターへようこそ！

1. 必ずご用意していただくもの

パスポート 少なくても6か月以上の期限が必要です。パスポートはコピーをしてください。

フライトチケット
渡航の日付をよく確認して予約をして下さい。また、往復のE-チケットを必ずご用意くだ
さい。

写真 SSP、ACR-Iカード用の写真を4枚ご用意ください (5cm×5cm)

両替 アメリカドル(＄)は良いレートで両替が可能です。

現金/クレジットカード
クレジットカード (Master) または デビットカード(Cirrus/Master)をお持ちください。
CitiBankカードをお持ちの場合は、手数料を最小限に抑えることができます。

保険
保険に入ることを強く推奨いたします。保険の内容を事前によく読み、コピーをしてくだ
さい。

入学許可証 入国審査時に提示を求められる可能性がございます。

2. 授業で必要な物

英語の参考書/辞書 文法のテキスト、日常英会話の本などはあっても良いでしょう。

筆記用具, ノート 1つから２つお持ちください。近くのショッピングモールで購入可能です。

リュック サイズ – 筆記用具、ノート、テキスト、ペンが入るサイズが良いです。

眼鏡 / コンタクトレンズ 念のため多めにご用意ください。

3. その他あると良い物
服 : (ショートパンツ/Tシャツ/下

着/靴下)
色や形が変形しやすいため、高価な服は持ち込まないでください。最低限の服はご用
意ください。ショッピングセンターで購入も可能です。

長袖 / 長ズボン / 薄めのアウター 2~3枚お持ちください。夜、肌寒い時や泳いだ後に必要です。

靴 スニーカー、スリッパ (ショッピングモールで購入も可能です。)

歯ブラシ/歯磨き粉 / 石鹸/ シャン
プー

少なめにご用意ください。ショッピングモールで購入可能です。

日焼けどめ 必ずご用意ください。SPF値が高いほうが良いでしょう。

タオル / ティッシュ / カミソリ
タオルは多めにご用意ください。タオル、ティッシュ、カミソリ等もショッピングモールで
購入可能です。

薬 常備薬がある場合はご用意ください。応急処置用の薬は当校が用意しております。

電気 110V、または220Vであれば校内で使用可能です。

傘 折り畳み傘をご用意ください。

その他 水着、 サングラス、 デジタルカメラ、 ハンガー等があると良いでしょう。

※ 注意
• 上記に書かれているものは必ずご用意ください。必要によって他の物も自身でご用意ください。
• 持ち込みすぎると、荷物検査を通過できない場合がございますのでご注意ください。
• 通常の荷物許容量は、預け荷物20kg、機内持ち込み10kgです。
• 行きのチケットと帰りのチケットの会社が異なる場合、Eチケットをよく確認してください。



▶ 到着ゲートに到着後、セキュリティーチェックを受けます。バッグ、携帯
電話、財布、時計などをバスケットに入れてベルトコンベアーに乗せてくださ
い。

▶ 液体、爪切り、ハサミ、ナイフ、充電器、スプレー缶などはバスケットに入
れないようにしてください。

▶ セキュリティーチェック通過後、カバンを取り入国審査を受けてください。

▶ パスポートと搭乗券を用意し、入国審査の列に並んでください。呼ば
れた後、パスポートと搭乗券を空港職員に提示してください。

▶ 入国審査官はパスポートの有効期限が十分ある限り(少なくとも6か
月以上)あまり質問はされません。入国審査時、出国スタンプを押しても
らってください。

▶ 少なくとも搭乗時間の30分前には搭乗ゲート前に着くようにしてくださ
い。搭乗時間は搭乗券に書かれております。

▶ 搭乗券を空港スタッフに見せてください。搭乗手順を教えてもらえま
す。

▶ 搭乗券に座席の番号が書かれています。自分の座席を見つけ、荷
物を頭上の荷物入れに入れてください。

搭乗

▶ 各航空会社のチェックインカウンターでE-チケットを提示してください。

▶ 荷物の重量を量ります。重量オーバーでなければ、荷物タグをつけ
ることができます。その後、搭乗券と荷物タグを受け取ります。 (預け荷
物の規則は、航空会社により異なります。）

▶ 保安検査スタッフから赤外線チェックの際、荷物について尋ねられる
場合がございます。

▶ 保安検査通過後、飛行機に搭乗が可能です。搭乗ゲートへ向かっ
てください。

搭乗手順について

預け荷物

セキュリティ
チェック

入国審査



入国カード記入例

パスポート番号

姓：

名：

生年月日：月/日/年 国籍

Tres Borces Arcade, Tres Borces Street, Mabolo, Cebu City 

日本の住所

電話番号 / メールアドレス

職業 個人ID番号

フライトナンバー 出発地 ID カード番号

サイン

到着日

性別

✔

▶ 入国カードを記入してください。記入に関して何か質問があれば、フライトアテンダントにお尋ねください。

▶ 旅行の目的(PRIMARY PURPOSE OF TRAVEL)の欄は[EDUCATION/TRANING]をチェックしてください。

▶入国カードと税関申告書の2枚を記入する必要があります。



姓 名

性別

国籍

パスポート番号

Tres Borces Arcade, Tres Borces Street, 
Mabolo, Cebu City 

生年月日: 月/日/年

職業

パスポートを発行した場所と日付

日本の住所

航空券番号
出発地

✔

サイン 出国日

預け荷物個数 手荷物個数

同行している家族の人数

こちらのリストに記載され
ているものは持ち込まない
ことをお勧めいたします。
持ち込む場合は事前に申告
をしてください。申告忘れ
をすると罰金を科せられる
場合があります。1.2.3.4.5
の持ち物を持っていない場
合にはNOの欄にチェックを
してください。

税関申告書 記入例

到着日

✔

✔

✔

✔

✔

✔

▶全部用大寫英文填寫
(簽名除外)



▶ 入国ゲートの列に並びます。呼ばれた後カウンターへ向かい、パスポートを提示してください。

出国スタンプを押してもらえます。

※ ビザの有効期限と到着スタンプを確認してください。

到着前に必
ず確認して
ください！

□ パスポート
□ 入国カード
□ 税関申告書
□ 往復の航空券 (E-チケット)

預け荷物
▶ コンベアーベルトの機体番号を確認し、預け荷物を受け取ってください。

▶ スタッフが税関申告書、荷物タグ、搭乗券を確認します。

セブマクタン空港到着後の手順

入国審査

入国審査

※ よく聞かれる質問 What is the purpose of your visit? （渡航の目的は何ですか？)
例答: I will study English in I.BREEZE English Academy for 2 months (2か月間I.BREEZEで勉強をします) 

Academy will process SSP for me. (入国許可証を持っています)



▶ INTERNATIONALターミナル (国際線)
I.BREEZEの看板を持ったスタッフが空港出口でお待ちしております。スタッフが見つけられない場
合、近くのカフェ「CAMDEN FOOD CO」の方まで20m程まっすぐ歩き、下記のカフェの前でお待
ち下さい。

ピックアップ

▶ DOMESTICターミナル (国内線)

国際線も同様、I.BREEZEの看板を持ったスタッフが空港出口でお待ちしております。スタッフが見

つけられなかった場合、出口を左に曲がり10m程まっすぐ歩いて「セブンイレブン」を見つけ、こ

ちらのコンビニエンスストアの前でお待ち下さい。

ピックアップ
場所

※ 注意

基本的には到着前に当スタッフが先に空港でお待ちしておりますが、セブ内では渋滞がよく発生し、スタッフ
の到着が遅れる場合がございます。スタッフはできる限り早く向かいますが、こちらの場合下記のピックアップ
場所でお待ち下さい。

＊INTERNATIONAL TERMINAL (国際線)------ CAMDAN FOOD COの前
＊DOMESTIC TERMINAL (国内線)--------Jollibee(ジョリビー)の前

ピックアップ
場所

セブマクタン空港到着後の手順



ピックアップについて

I.BREEZE ピックアップ手順

こちらのI.BREEZEの看
板を見つけて下さい。

国際線 出口
左に曲がり20m程歩くと、
コーヒーショップが見えます。

国内線 出口
左に曲がり10m程歩くと、

Jollibee(ジョリビー)が見えます。

手荷物受け取り入国審査 税関審査



I. 初日 (オリエンテーションスケジュール)

1. 食事の時間 :

(月曜日 ~ 金曜日) 朝食 07:00 – 07:50 / 昼食 12:00 – 12:50 / 夕食 17:30 – 18:50
(週末 & 休日) 朝食 08:00 – 08:50 / 昼食 12:00 – 12:50 / 夕食 17:30 – 18:50

2. 08:50 ~ 12:00 : レベルテスト(2F. コンフェレンスルーム)
[持ち物]5x5サイズの写真5枚(当校で撮影も可能です)、パスポート、ペン、eチケット

3. 13:30 : オリエンテーション (2F. コンフェレンスルーム)

II. ２日目

1. 8:00 : 授業スケジュールのお渡し (テキストブックもお渡しします) 
8:00~12:00 : 現地費用支払い (SSP, ビザ, 電気代, デポジット, IDカード)

初日のスケジュール

種類 料金 説明

SSP P6,800
Special Study Permitの略称です。
6か月間有効です。

I-CARD P3,500
59日以上フィリピンに滞在する方は申請が必要です。
1年間有効です。

デポジット P3,000 チェックアウト時、部屋の損傷などがなければ返金いたします。

電気代 P1,000 / 4週間 電気代 : P18 / kw

IDカード P400 I.BREEZE生徒用のID Cardです。

テキストブック P150 ~ P500/教材 テキストブックのレベルにより金額が異なります。

ビザ延長料金
(1ヶ月)

P4,140 (1回目) 4週間以上

P5,410 (2回目) 8週間以上

P3,440 (3回目) 12週間以上

現地費用



住所と緊急連絡先

緊急連絡先
Manager. Homey (中国) : 0945-395-5770
Manager. Eric (台湾) : 0945-192-4690
Manager. Heidi (日本) : 0916-699-8019
Manager. Marcus (ベトナム) : 0956-566-7444
Manager. Cisco (中国) : 0916-697-6637
Manager. Lana (ベトナム) : 0916-699-8001
Senior Manager. Honey : 0916-745-4883
Senior Manager. Ven : 0916-699-8006

“ Welcome to I.BREEZE International Language Center”

住所: 

I.BREEZE International Language Center, Tres Borces Arcade, Tres Borces Street, 

Mabolo, Cebu City


