
① Savemore    スーパーマーケット,  ATM,  両替 
                             薬局,  マッサージ店
② Bo’s co�ee  カフェ,  韓国料理屋, 
                             レストラン＆バー,  薬局
③ Tops Grill     屋上レストラン,  カラオケ,  
                             マッサージ店, 韓国系スーパー
④ Shima spa   マッサージ店
⑤ 7- Eleven      コンビニエンスストア, 韓国料理屋
⑥ Shangs town center     
                                 スーパーマーケット,  ATM,  
                                 両替, カフェ, レストラン街
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アカデミー周辺地図
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現金を両替したい方は①Save more 
または⑥Shangsに行けば両替できます。

事件、事故等に注意

 

観光客の多いセブ
では、タクシー運転手による
過剰請求が多発しています。
乗車前には必ずタクシーの
会社名と車体のナンバーが
分かる写真を撮りましょう。
また、乗車時にはメーターの
使用を確認して下さい。

[Taxi]  
•EGI to SM Mall(Cebu city) → Php280～350
•EGI to Airport, Marina mall → Php170～200
•EGI to Gaisano Grand Mall → Php80～100
[Tricycle] 
•EGI to Gaisano Grand Mall → Php50～70
•EGI to Tamiya Php80～100
[Jeepney]
•EGI to Mactan New Town → Php7
•EGI to Marina Mall → Php10

 

性別に関わらず
夜間に１人でタクシー
等の乗り物に乗ることは

避けましょう。

 

必要以上の現金は
持ち歩かないで下さい。

また、高価そうな貴金属品や
ブランド品を身につけると 
狙われやすくなるので
注意しましょう。

 
人が多い場所では,
 スリや置き引きに
気をつけましょう。

横かけのかばんやリュック
などは避けるか、気をつけて
持つようにしましょう。

乗り物に乗る際は下記の　
価格を参考にして下さい。

ただし時間帯や渋滞等によって変動します。

 +63-032-888-9868

EGI hotel resort, maribago
lapu lapu city 60l5, cebu

cebu.blue.ocean@gmail.com

JPN/SAT-SUN

Manager’s phone number
何かトラブル等が起きた場合はこちらにご連絡下さい。
Masaya(日本) : 0915-265-4002
LINE ID (日本) : gwg5719d
Lawrence(韓国) : 0915-265-4002
Cavin(韓国) : 0917-627-4523
Karen(台湾) : 0995-743-8950



敷地内案内図
 

・EGIホテルの部屋の鍵はオートロック式のため、
　カードキーの置き忘れに注意して下さい。
  　 - もし部屋に鍵を置き忘れた場合、ホテル９階の
     　 ガードマンに開けてもらって下さい。
・ペーパーはトイレに流さず、ゴミ箱に捨てて下さい。
・EGIホテルのシャワースイッチはシンクの下にあります。
   2つのスイッチをオンにして使用して下さい。
・EGIの部屋の電気のスイッチ(カード)を抜いてしまうと、
  冷蔵庫の電気も消えてしまいます。冷蔵庫を使用する際は
  カードを抜かずに、部屋のライトだけを消して下さい。
・アカデミー、ホテル内では必ずＩＤカードを着用して下さい。 
・食事はアカデミーの１階カフェテリアにて提供しております。
・レンタルサービスは月曜の午後1時以降からご利用頂けます。
・アカデミー、ホテル内のwifiパスワードは以下となります。
     Academy,EGI Hotel - blue123456
     Ocean Cruise Hotel - cruise143442k17

Notice

警告
アカデミー規約に違反した
場合、警告処分となります。

１次警告→警告
2次→罰金1000ペソ 又は
プレゼンテーション

3次→退学

授業
5～15分遅刻→遅刻
15分以上遅刻→欠席
3回欠席→ドロップ

部屋
性別に関わらず、他の

生徒の部屋への立ち入りは
固く禁止されています。

許可なく部外者がキャンパス、
ホテル部屋内へ侵入する
ことはできません。 セルフスタディ

授業を欠席した生徒は
欠席した週の日曜日までに
欠席した時間分の自習を

自習室でしなければなりません。
欠席分の自習は下記の時間のみ可能。

平日→19時 ～22時
週末→9時～16時

喫煙
ホテル・アカデミー内は
全面禁煙です。

（屋上・ベランダ等含む）
指定の喫煙所のみで
喫煙可能です。

門限
日曜～木曜→22時
金・土・祝前日→24時
※週末に外泊をする場合

外泊届けを金曜日18時までに
必ず提出して下さい。

飲酒
ストーリーコンド、

プールサイドバーのみで
授業後～22時まで飲酒可能です。

(※平日、週末ともに)

ただし、ホテル・キャンパス内への
酒類の持込、および飲酒は固く

禁じられています。

アカデミー規約

Open - Close

EGI RESORT&HOTEL

売店
(おかし・飲み物)

ダイビング
ショップ（韓国）

ホテルロビー
(レストラン)

マッサージ
ショップ

CEBU BLUE OCEAN ACADEMY

喫煙所

カフェ（1Ｆ）

韓国料理屋

ダイビング
ショップ
(韓国・日本）

新入生日程表
新入生は下記の日程表に従い、時間厳守で行動して下さい。

WC

Pacific

OFFICE

Emergency Exit

CLINIC

WC
WC

Laundry

Cafe

Coffee
Shop

Dining Area

Gym

Kitchen

1st floor 2nd floor

日付 時間 日程 場所 備考 

土曜日 終 日 自由時間 
空港 ～ 

アカデミー 

３食提供 

あり 

日曜日 

8:00~9:00 朝 食 
アカデミー1階

Dining Area 
 

12:00~13:00 昼 食 
アカデミー1階

Dining Area 
 

 13:00~16:00

レベルチェックテスト 

1. スピーキング 

2. リスニング 

3. リーディング 

アカデミー 

２階 
筆記具 

18:00~19:00 夕 食 
アカデミー1階

Dining Area 
 

月曜日 

6:30~8:00 朝 食 
アカデミー1階

Dining Area 
 

9:00~11:00 オリエンテーション 

アカデミー 

２階 

筆記具 

パスポート 

11:00~12:00 
チェックイン 
（お部屋の確認） 

各部屋 
 

 

12:00~13:00 昼 食 
アカデミー1階

Dining Area 
 

13:00~ 授業開始 
アカデミー 

２階 

 

 

■アカデミー
 [平日/週末] 6:30～24時
■オフィス(２階・3階)  
 [平日] 8時～17時
 (マネージャーのみ18時まで滞在します)
■クリニック
 [平日] 8時～18時
■食堂
 [平日]
  朝食 6:30～8時/ 昼食 11:30～13時/ 夕食18時～19時
 [週末 ]
  朝食 8時～9時/ 昼食 12-13時/ 夕食18時～19時
■カフェエリア
 [平日/週末] 8時～24時
■ランドリー
 [平日]10時～19時
 [土曜日] 10時～17時
■カフェ Hola
 [平日] 7時～20時
 [土曜日] 9時～18時
 [日曜日] 12時～19時
■ジム
 [平日/週末] 6時～22時
■プール(EGI Hotel)
 [平日/週末] 8時～20時


