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留学ガイド（出発前ご送付用） 
 

この度は、数ある語学学校の中より当校を選んでいただきまして、誠にありがとうございます。 
当校（Master of Business English Academy:略称「MBA」）留学に当たりまして、持ち物確認リスト、渡

航時に必要な情報、到着時の待ち合わせ手順、留学中の簡単な日程等を連絡させていただきます。ご

不明な点等ございましたら、ご遠慮なく当校担当者にお申し付けください。 
 
1.持ち物確認リスト 

分類 項目 現地購入 補足 

出国関連 パスポート ― 残存期間が入国時、6ヶ月以上＋滞在日数以

上残っているのかを確認。紛失等に備えて２

枚コピーし、財布とトランク等にしまっておい

てください。 

パスポートコピー 可能 セブ日本領事館からの案内で、トラブル等に

巻き込まれた際の対応のため、外出時に持

参してください。 

航空券 ― 必ず往復チケット（フィリピンの後、第３国に出

国する場合は復路分のかわりにその行程分

のチケット）を確認し、紛失に備えてコピーを

別に保管してください。 
※往復チケットが無い場合、出国および入国

できません。 
※4ページをご参照ください。 

両替用現金 ― 日本主要空港の一部両替所でフィリピンペソ

への両替可能。セブマクタン国際空港、マニ

ラ国際空港でも可能ですが、両替レートは良

くありません。登校初日の授業後に当校スタ

ッフが両替所をご案内いたしますので、大き

なお金はその際に両替してください。 
※ご入学前に3000〜5000円分を空港でフィ

リピンペソに両替していただくことをおすすめ

します。 

ビザ 
（日本では準備不要） 

― 日本では準備不要（但し、旅行会社が案内す

る方法で航空券を正しく購入することが条件）

30日以内の滞在は査証不要です。30日を越
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えて滞在する場合は、必要になりますが、現

地で延長も可能です。 
（お手続きは当校が代行いたします） 

学業関係 辞書 可能 
（ただし英語版） 

調べやすくて、かさばらない電子辞書を持っ

てくると便利です。 

本 可能 
（ただし英語版） 

日本語で説明の書かれた英文法本、単語集

を必要な方はご持参ください 

ノート、筆記用具、バイ

ンダー、クリアファイル 
可能 現地でも購入可ですが日本製の使い慣れた

ものをお勧めします。授業では毎回プリントが

配布されるため、束ねられるようなバインダー

又はクリアファイルを持ってくると便利です。 
（ボールペンは入国カード記入に必要なた

め、一本機内持込み手荷物の中に携帯して

下さい。） 

ノートパソコン 不可 

 

プレゼンテーション資料作成に使用致します

ので、「Microsoft Power Point」のプレゼンテ

ーションソフトをご用意ください。 

※Mac の方もなるべく「Microsoft Power 

Point」のプレゼンテーションソフトをご用意く

ださい。 

イヤフォン又はヘッド

フォン 

可能 リスニングの授業等で使用することがござい

ます。使い慣れたものをお持ち頂くことをお勧

めしております。 

会社案内・活動案内

（英語版） 

― 授業でご自身のお仕事やご活動について、英

語で説明することがございます。ご自身のご

職業や外部活動で英語を活かしたいとお考え

の方は説明のためにお持ち頂けますと、より

分かりやすいかと存じます。なお、会社の英

語 Web ページなどでの代用も可能かと存じま

すので、ご希望の方のみで結構でございま

す。 

一般・生活 
用品 

海外旅行保険証 不可 事前に海外旅行保険にお申込みください。そ

の保険証書の写しをご持参ください。 
※事前に保険内容確認の上、キャッシュレス

診療が可能かどうかご確認いただくことをお
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勧め致します。 
※クレジットカード付帯の保険を利用の方は、

付帯条件を満たしていることを必ずご確認下

さい。 

衣類 可能 夏物衣類（Ｔシャツ、半袖シャツ、夏物ショー

ツ、下着、靴下等）、冷房対策衣料（長ズボ

ン、長袖シャツ or 薄手の上着を１枚ずつ以

上。ショッピングモールやエアコンバス等の冷

房の効いている場所に備えるため） 

医薬品 可能 風邪薬、下痢止消化薬、うがい薬、目薬、虫

刺され等（現地でも購入できますが、普段お

使いのものが安心かと思います） 

履物 可能 運動靴（室内用/室外用）、サンダル、室内用

スリッパ※それぞれ必要な方のみ 

洗面道具 可能 歯磨き粉、歯ブラシ、石鹸、シャンプーは1セ

ットのみ学校側で用意いたします。バスタオ

ルは学校側で３枚ご用意し、ルームクリーン

のタイミングで交換致します。足りない方は各

自ご準備ください。 

洗濯用洗剤 可能 【オリジナル校】 
宿舎内に洗濯機・乾燥機を設置しておりま

す。ご希望の方は2回/週ご利用可能ですが、

洗剤は各自ご準備ください。 
※有料とはなりますが、ランドリーサービスも

ございますので、ご自身で洗濯されない場合

はご用意頂く必要はございません。 
【プレミアム校】 
洗濯機・乾燥機の設置はございません。週3
回まで、ランドリーサービスを学校にて無料で

受け付けております。 

傘 可能 雨傘、日傘 

クレジットカード、国際

キャッシュカード 
― International用‘Cirrus’、‘Plus’マークが記載

されているキャッシュカード ※5ページをご参

照ください。 
ただし、お越しになる前に銀行に問い合わせ
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るなどして、ご自身のカードが海外での利用

が可能か事前にお確かめ下さい。 

帽子、サングラス等 可能 あると便利です。 

ドライヤー 可能 お部屋に設置しております。 

電気ポット 可能 宿舎各階にはウォーターサーバーがありお湯

も出ますが、若干温い（カップラーメン程度で

あれば作れます）為、ご希望の際は有料にて

貸出しております（期間を通して300ペソ） 

変圧器 ― フィリピンは電圧が安定しておらず、変圧器を

使用すると電源がショートする可能性がござ

います。当校では変圧器を使用しないようお

伝えしております。なお、宿舎内のアダプター

は日本と同タイプのものとなりますので、変換

プラグは不要です。 

ハンガー 可能 部屋に数本ずつ用意しております。 

虫よけ 可能 蚊にさされることも多いため、気になる方は虫

よけスプレー等をご持参ください。 

コップ、タンプラー等 可能 【オリジナル校】 
お部屋には使い捨て用のコップのみ設置して

おりますので、必要な場合はお持ち下さい。 
【プレミアム校】 
お部屋にはコップを設置しておりますが、必要

な場合はお持ち下さい。 

水着 可能 水中眼鏡等。水着類はデザイン等にこだわり

無ければ、セブで日本よりもとても安く購入で

きます。 

日焼け止め 可能 紫外線が非常に強いので、持参をオススメし

ます。 

生理用品 可能 ※必要な方のみ（現地でも購入可能ですが、

日本製品より品質はかなり劣ります） 

ダイヤルロック 可能 特にスーツケースの代わりにリュックサックで

来られる方は、鍵をつけてください。 
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2.飛行機の荷物注意事項  
★往復航空券等が必要★ 
往復航空券等、必ずフィリピン出国用の航空券をご用意下さい。日本からフィリピンへの片道航空券だけでは

出国拒否、入国を拒否される可能性があります！  

 
★30日を超えて留学する場合の注意★ 
 航空券購入時、日本出国時、空港で発券する際などに、旅行会社や航空会社より、30日以上フィリピンに滞

在する場合はビザが事前に必要であると案内されることがあります。しかし、フィリピンでは現地でビザを延長

できることもあり、30日以上後の日付の帰国便チケットでも条件によっては購入できますし、フィリピンへの入

国も可能です。その条件は少々、複雑なので旅行会社で航空券を購入する際には、旅行会社が案内する内

容で航空券をご予約ください。例えば、30日以上滞在する場合はビザが必要という事で、旅行会社から一旦

30日以内に帰国日を設定するようにと案内されることがあります。その際には留学期間に合わせた期間のオ

ープンチケットを購入し、30日以内の帰国日を仮に設定し、学校到着後に航空会社で予定の帰国日に変更し

て下さい。 

 
★規定重量★ 
・ 合計重量が規定より超過した場合、追加費用を支払わなければなりません。  
・ 航空会社や座席種類により規定重量は異なります。出発前に航空会社または航空券を手配した旅行会社

に確認ください。  

 
 《重量規定の例》  
手荷物（総重量30キロ）＝ 委託手荷物(20キロ) + 機内持込手荷物(10キロ) 

 
◎委託手荷物 
飛行機に乗る際に携帯しないで預ける荷物。 
◎機内持込手荷物  
機内搭乗の際、携帯する荷物(貴重品やノートパソコン等の壊れ物等)。液体物の持込みには、制限がありま

す。 詳しくはhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/12/121219_.htmlをご覧ください。  

 
3.クレジットカード/国際キャッシュカード 
クレジットカードはVisaやMasterカードで、現地ATMにてキャッシングが出来ます。 また国際キャッシュカー

ドはPlus, Cirrusマークがあれば現地ATMで日本の口座からお金を引き出せます。手数料も余り高くないので

お勧めです。 
※2016年1月より、海外での国際キャッシュカード利用にはマイナンバーの事前提出が義務付けられていま

す。必ずお手続きをお済ませのうえお持ち下さい。 
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4.ビザに関して  
フィリピンでの語学留学中、生徒の方々は観光ビザで滞在することになります。フィリピン入国と同時に30日

間の観光ビザが与えられます。しかし30日以上滞在する場合は毎月ビザを更新しなければいけません。ビザ

延長時に必要な物はパスポートとビザ延長費用です。  
※30日間のビザは帰りのチケットがあることを条件に得られるものですので、往復チケットまたは フィリピンから他

国への出国チケットをご持参されますようお願い致します。 

 
5.費用に関して 
 ＜現地学校でお支払いただく費用＞ 
留学前に当校で御請求させていただいた料金は、入学金＆授業料＆滞在費＆滞在手配料等です。 その他

の現地学校到着後にお支払いただきます費用は、事前にお送りしております御見積書または、当校ホームペ

ージ「コース概要」の料金表をご覧ください。 
※現地でお支払いいただきます費用は入学日の次の日にお支払いいただきます。 
目安といたしましては留学期間１週間の方で日本円で大体３万円弱くらい 
（貸出物等で個人差はありますので事前にご請求書よりご確認ください） 
現金（ペソ）にてお支払いいただきますので、日本から現金（円）をお持ちいただくことをオススメしております。

（両替は入学初日にご案内します） 

  
＜個人のお小遣い＞ 
生徒の消費スタイルによって金額が全く違ってきます。外出は極力しないという方は 低費用（食事代＋ 
生活必需品購入費の約2万円程度）だけで生活は可能です。しかし旅行等をされる場合は、それなりの費用

がかかります。多くの生徒の平均的なお小遣いは1ヶ月5万円～7万円程度となっております。 

 
 ＜水道光熱費＞ 

留学期間 1週間 2週間 3週間 4週間以上 

オリジナル校 1,000ペソ 1,250ペソ 1,500ペソ 500ペソ✖週数 

プレミアム校 1,250ペソ 1,750ペソ 2,250ペソ 750ペソ✖週数 

当該光熱費は留学初日に現地にてお支払頂きます。上記金額を超過して利用された場合は、追加分の水道

光熱費を留学 終日に徴収させて頂きます。 
※コースによって変動がございます。 

 



 

	 フィリピン政府認可語学学校	 Master of Business English Academy 
 

7 / 21 

＜ビザ延長費＞ 
留学期間中は観光ビザで滞在するため、30日以上滞在する場合は、約1ヶ月に1回ビザ延長が必要です。  
手続きは当校で代行しておりますが、費用は個人負担となります。留学期間にもよりますが、59日を超えて滞

在をする方は、ACR I-Card発行費も必要になります。詳しくはお申込前に送らせていただいた御見積書、ま

たは当校ホームページよりご確認ください。 

 
 ＜空港使用税＞ 
セブ空港、マニラ空港を使用する際に支払うものです。出国審査を受ける前に窓口がありますので、そこで支

払います。セブで出国審査する便かマニラ経由便かで金額が異なります。  
◎セブで出国審査する便の場合（日本セブ直行便または韓国、香港等乗換便）－＞ 850ペソ  
◎マニラ経由便の場合 －＞ 原則不要（航空券代金に含まれています） 
※詳しくは15ページ【帰国当日】の項目をご覧ください。 
※上記金額は政府通達により突如変更となる可能性がございます。 

 
6.渡航時の注意事項 
＜日本・フィリピン到着時に電話する場合の緊急連絡先＞ ※通信状況により繋がりにくい場合があります。 
当校担当：現地スタッフ（鹿野）の携帯番号 +6391-8588-0425 
         （繋がらない場合は下記のいずれかの番号にお電話下さい） 

学校現地電話番号 +6392-2399-7752 
日本本社電話番号 +813-4405-8478 

※緊急時にお掛けください。特に緊急性の無い場合は、当校のメールアドレス（staff@u-rg.com）までご連絡

いただければ、1～2日以内に対応させていただきます。 

 
＜日本出国時＞  
日本出国時、空港で発券する際、航空会社より30日以上滞在する場合はビザが必要であると案内されること

があります。しかしフィリピンではビザは現地で延長できるため、多くの場合は30日以上後の日付の帰国便チ

ケットでもフィリピンに入国できます。もしビザのことを聞かれた場合は、ビザは学校を通して現地で延長する

旨をお伝え下さい。  
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＜フィリピン到着時・入国カードの記入例＞  

１：姓： 例＞SUZUKI 
２：名： 例＞HANAKO 
３：記入不要 
４：連絡先：  例＞0323225866  
５：パスポート番号： 例＞IG1234567 
６：搭乗国： 例＞JAPAN 
７：居住国： 例＞JAPAN  
８：職業： 例＞会社員（EMPLOYEE） 学生（STUDENT） 
９：フライト番号：例＞JL６３２ 
１０：滞在目的： PLEASURE / VACATIONにチェック 
１１：パスポートと同じサインをして下さい。 

 
 ＜フィリピン到着時・入国カードと入国審査の注意点＞ 
記入例のように入国目的は“観光”と記入してください。 
フィリピンにある全ての語学学校は、入国時点ではSSP（就学許可）を発行出来ず、学校到着後に手続きする

ことになる為、そのようにお願いしております。ビザ延長やSSP発行手続き等も学校到着後にきちんと行いま

すので、どうぞご安心ください。何度もフィリピンに入国している方や、長期滞在経験者でなければ入国審査

で何か聞かれることは極めて稀なので余り心配はいりません。通常、観光目的だと入国カードに記入してあれ

ばほとんど聞かれることもありません。長期滞在の場合、もしも入国審査でビザについて言及された場合は「I 
am going to extend my visa. My friend will help me.」等と答えてください。 
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＜税関申告書記入例＞ 

 

税関申告書 記入事項 

1.姓/名/ミドルネーム 

2.性別（男性：MALE 女性：FEMALE） 

3.生年月日（月/日/西暦） 

4.国籍（国名） 

5.職業（例.COMPANY EMPLOYEE, STUDENT） 

6.パスポート番号 

7.パスポート発行日（月/日/西暦）と発行地 

8.滞在先の住所（フィリピン） 

9.現住所 

10.搭乗便名 

11.搭乗空港名 

12.入国日（月/日/西暦） 

13.訪問目的 （5.Tourism） 

14.同伴する家族数 

15.荷物個数（受託荷物/機内持ち込み手荷物） 

16.所持品の申告 ※通常、全部NOだと思います。 

①生きた動物、魚、植物や、それらから作られた製品 

②1万ペソ以上のフィリピン紙幣、硬貨、小切手、郵便

為替その他フィリピンの銀行が発行したペソに替えら

れる金券 

③1万USドル相当以上の外貨 

④A・B・C 輸入禁止品や規制対象品（武器、麻薬、著

作権に反するもの等） 

⑤販売目的の宝石や電子機器等の輸入品 

17.署名（パスポートと同一） 

18.出国日（月/日/西暦） 

 
※税関を通る際に、出発地や経由地（日本や韓国）の空港免税店の、“Duty Free”等と書かれた手提げバッグを持

っていると、品物に対して課税されることもありますので、ご注意ください。 
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＜空港での当校スタッフとの待ち合わせ＞ 
※ピックアップサービスをご利用の方 

 
セブマクタン国際空港は2018年7月より、国内線専用のターミナル１（旧空港）と国際線専用のターミナル２

（新空港）の２つのターミナルで運行しております。 マニラ等フィリピン国内を経由してお越しになられる方はタ

ーミナル１へのご到着となります。日本→セブ直行便を利用する方や、韓国・香港等で乗り換える方はターミ

ナル２へのご到着となります。 
※ご出発時も同様となります。 
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 このように、当校スタッフが、当校の学校名【MBA】が

書かれたサインボードを持ってお待ちしております。

（国際線は出口を出てすぐ右手のスペース、国内線

は下記写真の待合スペースにて、まずはこちらの看

板をお探し下さい。待ち合わせ場所から離れてしま

いますと、合流できない恐れがありますので、ご注意

下さい。） スタッフは飛行機の到着時刻に合わせて

空港へ向かいますので、飛行機が予定よりも早く着

いた場合はどこへも行かずにそのままお待ち下さ

い。 また現地の交通事情等により、スタッフの到着

が若干遅れる事もありますが、その際にもそのまま

お待ち下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ターミナル１（国内線側） 待合スペース        ターミナル２（国際線側） 出口すぐ右手のスペース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下の 3 名が当校ピックアップスタッフです。 

※お迎えの人数によっては他のスタッフも同行することがございます。 

 

※7/31 現在、上記写真の「Globe」の小屋は移設されています。 
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＜空港でのタクシーの乗り方＞ 
 ※ピックアップサービスをご利用せず、ご自身で学校まで向かわれる方はこちらをご参照ください。 

◎空港から市内までご移動頂くタクシーにはタイプが2種類ございます。 
※所要時間：30～40分（交通渋滞状況による） 

種類 エアポートタクシー 一般タクシー（白いタクシー） 

料金 450ペソ〜500ペソ 250ペソ〜300ペソ 

内容 空港→市内専用のメータータクシー。料金設

定は高めですが、車内はメーター制タクシー

よりも清潔かつ比較的安全です。深夜到着

時等はこちらのご利用もご検討下さい。 

市内を走る一般タクシーで、初乗り40ペソ

(約120円)のメーター制です。 
市内をご移動の際はこちらのタクシーをご利

用頂いて、全く問題ございません。 

 
＜タクシー乗り場までの行き方＞ターミナル１（国内線ターミナル）から出た場合 
１ 税関通過後、出口が見えます                   ２ 右手に真っ直ぐお進みください 

                 
３ 真っ直ぐ進むとタクシー乗り場が見えてきます         ４ 右側のロータリーに進んでください（※１） 

               

５ 右側のロータリーにお並びください                 

                      
 
 
  

注釈 
（※１）左側のロータリーは 
エアポートタクシーとなります

ので、ご注意ください。 
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＜タクシー乗り場までの行き方＞ターミナル２（国際線ターミナル）から出た場合 
１ 税関通過後、矢印の方向に進みます。              ２ 上部看板の指示に従い進んで下さい。 

  

 
３ 出口を出るとタクシー乗り場がございますので、こちらにお並び下さい。 
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◎オリジナル校へお越しの方 

「82b Don Gil Garcia St., Capitol Site, Cebu city, Philippines」 

※ピックアップサービスを利用せず、個人でタクシーをご利用の際は、タクシー運転手に「Cebu Provincial 

Capitol」とお伝えください。降車後、右手斜め前方に「セブンイレブン」が見えますので、そこを目指して下さ

い。セブンイレブン手前を左手に曲がると赤い建物（学校）が見えます（写真は次頁参照）。 

 
＜セブシティ市・マクタン空港周辺地図＞ 

 

 
＜学校周辺地図＞ 
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＜学校外観＞ 

 

 

7.学校に着いてから帰国までの日程 

【到着日（日曜）】 
・学校到着後、ご自身でチェックインを済ませてください（ガードマンが対応いたします）。 
・お部屋に、当校に関する説明資料と注意事項を記載した書類をご用意しておりますので、ご参照ください。 
・その後は翌日、月曜日（月曜日が休校の場合は火曜日）まで自由時間です。 
・学校内にある1階レストラン「AJITO」（ダイニングバー）を利用することができます（実費）。 

 
【授業初日（月曜日）＊月曜日が祝日の場合は火曜日】 
☆オリエンテーション（7:30～） 
持ち物：パスポート、筆記用具、オリエン資料（チェックインの際にお渡ししています） 
（＊現地お支払い費用に関しましては、学校周辺案内後にお支払い頂きます） 
 

☆授業開始（8:40～） 
持ち物 
・筆記用具 
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☆学校周辺案内および新入生歓迎会（17:30～） 
・両替所のご案内（ショッピングモール） 
・歓迎会（学校1FレストランAJITO） 

 
【火曜日以降】 
☆授業（8:40～17:20） 

 
【卒業日】（ 終週の金曜日） 
・卒業式終了後にお集まりいただき、その際にパスポートを返却いたします。 

 
【帰国当日】 
・学校を出る際に、フロントスタッフ（orガードマン）にお部屋の鍵、貸出物（携帯電話、ポケットWiFi等）をお渡

しください（当校スタッフは立会いいたしません）。 
・ご自身でタクシーに乗って空港まで向かって頂きます。 
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◎プレミアム校へお越しの方 

「Bldg 4, JDN Square IT Center, P. Remedio St., Banilad, 

Mandaue City, Cebu, Philippines」 

※ピックアップサービスを利用せず、個人でタクシーをご利用の際は、タクシー運転手に「JDN Square 

Residential Suites And IT Center」もしくは「フォルトゥナストリート」・「パインツリー」とお伝えください。 

 
＜セブシティ市・マクタン空港周辺地図＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校周辺地図①＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校所在地 

学校所在地 

セブ・マクタン空港 
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＜学校周辺地図①＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜学校周辺地図②＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校所在地 

学校所在地 
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＜学校外観＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.学校に着いてから帰国までの日程 

【到着日（日曜※前泊の場合は土曜）】 
・学校到着後、ご自身でチェックインを済ませてください（ドライバーからお部屋の鍵をお受け取りください）。 
※ご自身で空港から来られる方は、GOGOCAFEにてお部屋の鍵をお受け取りください。なおアクセス方法に

つきましては、別紙MAP資料をご参照下さい。 
・お部屋に、当校に関する説明資料と注意事項を記載した書類をご用意しておりますので、ご参照ください。 
・その後は翌日、月曜日（月曜日が休校の場合は火曜日）まで自由時間です。 
・施設内にあるカフェレストラン「GOGOCAFE」を利用することができます。 
※月曜日〜金曜日については、GOGOCAFEで当校の学生証の提示により無料で朝食を召し上がれます

(AM7:00〜AM9:00)。それ以外のお食事については実費でのお支払いとなります。 

 
【授業初日（月曜日）＊月曜日が祝日の場合は火曜日】 
☆オリエンテーション（8:00～） 
持ち物：パスポート、筆記用具、オリエン資料（チェックインの際にお渡ししています） 
（＊現地お支払い費用に関しましては、学校周辺案内後にお支払い頂きます） 
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☆授業開始（9:00～） 
持ち物 
・筆記用具 
☆学校周辺案内および新入生歓迎会（18:00～） 

・周辺案内（スーパーマーケット） 
・歓迎会 

 
【火曜日以降】 
☆授業（8:00～18:50） 

 
【卒業日】（ 終週の金曜日） 
・卒業式終了後にお集まりいただき、その際にパスポートを返却いたします。 
・チェックアウトの手続き等はございませんので、学校を出る際には、お部屋の鍵をクラスルーム横の返却ボ

ックスへ入れ、IDおよびポケットwifi含むレンタル品はお部屋に置いてご退出ください。 
※一度返却ボックスへ鍵を入れてしまうと取り出せませんので、お部屋を立ち去る前には忘れ物が無いか十

分確認の上ご退出下さい。 
・ご自身でタクシーに乗って空港まで向かって頂きます。 

 
※フィリピン・マニラ ニノイ・アキノ国際空港(MNL)における 

国際線施設使用料(International Passenger Service Charge)- 550ペソの徴収方法につきまして、 

2015年2月1日発券分より下記の通り変更となる通達がございました。 

_________________________________________________________________________________  

変更前(2015年1月31日までの発券) 空港にて、 

出発時に直接550ペソを支払う 変更後(2015年2月1日以降の発券) 

TAXコード "LI" を使用し、550ペソを発券時に航空券代金とあわせて徴収  

※換算レートは発券時のBSRを適用  

なお、2月1日以降のご出発分でも1月31日以前に発券された航空券の場合は、 

現行どおり空港にて直接国際線空港使用料をお支払いとなりますので、ご注意ください。 

 A)国際線空港使用料(550ペソ)が航空券に組み込まれている場合  

チェックイン後、施設使用料を払うカウンターを素通りして出国へ  

B)国際線空港使用料(550ペソ)が航空券に組み込まれてない場合  

チェックインの際に搭乗券にスタンプやマジックで斜線など印がされて、  

施設使用料支払いカウンターでの支払いをご案内→施設使用料をカウンターにて支払い→出国へ 

_________________________________________________________________________________ 

航空券に含まれるか否かにつきましては、各社若干の違いがあるようですが、 

概ね以上のような流れになるようです。詳しくはご利用の航空会社にお問い合わせくださいませ。  
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◎安全対策・危機管理に関する注意喚起 
当校では、生徒が安心・安全な留学ライフをお過ごしいただけるよう、十分安全な場所を選択しております

が、当然ながら異国の地であり、何事も十分に気を付けていただけることが 善の安全対策となります。以下

の事項を十分に心がけていただければ幸いです。 

 
・外出時は出来るだけ団体行動を心がけて下さい。 
・安全な場所以外では貴金属(ネックレス、イヤリング、指輪等)は身につけないで下さい。 
・貴重品、高額の現金、カード類はできるだけ持ち歩かないで下さい。 
・カメラは観光地に着いて撮影する時だけ鞄から取出して下さい。 
・携帯電話を路上で使用しないで下さい。（特に夜間） 
・ジプニーには乗らないで下さい。（特に夜間） 
・無用な夜間外出は控えて下さい。 
・学校内でも荷物は鍵を閉めて保管して下さい。 
・荷物は学校内であっても置き忘れないで下さい。 
・トラブルの原因になりますので、極力学校内に部外者を入れないでください。 
・街中で知らない人について行かないで下さい。 
（イカサマ賭博の被害が報告されています。”被害者は日本人留学生を含む”） 
・知らない人に物を貰わないで下さい。 
（ディスコで現地人からタバコを貰い、不純物が混入していた事件が報告されています。”被害者は韓国人”） 


