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▌MMBS 現地緊急連絡先 

 

 

▌空港ピックアップの事前準備 ※重要！ 

マニラ空港到着後に迷われる方がおります。その際に現地日本人スタッフと連絡が取れませんとピック

アップが出来ませんので、必ず渡航される 2週間前から前日までに下記の連絡先（出来れば LINE）から現

地日本人スタッフに連絡を取り、ご確認のためご自身のフライトとご到着ターミナルをお知らせください。

その際に当日の空港ピックアップ担当スタッフをお知らせ致します。連絡先は下記のどれでもご対応が可

能です。 

 

 LINE ID：mmbsjapan 

 スカイプ：MMBS Japan Office もしくは live:9ce3a9010f74b808 

 ツイッター：https://twitter.com/MMBSjapanoffice 

 

 

▌フィリピン入国時に必要な書類（飛行機の中で配られます） 

●入出国カード（ARRIVAL CARD）の記入例（下記以外の用紙もございます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMBS住所  MMBS Inc. Sitio Paroba2 Tibag,Tarlac City, Philippines. 

MMBS 
 日本国内からかける場合：(+)63-45-982-2658 

 フィリピン国内からかける場合：045-982-2658 

日本人スタッフ（日本語） 
日本国内からかける場合：(+)63-919-284-5455  

フィリピン国内からかける場合：0919-284-5455   

① パスポート番号  

② 苗字 

③ 名前 

④ 生年月日（月-日-年） 

⑤ 国籍 

⑥ 性別 

⑦ 日本の住所 

⑧ フィリピンの滞在先住所 

⑨ メールアドレス、もしくは電話番号 

⑩ 職業 

⑪ フライト番号 

⑫ 出発地 

⑬ 渡航目的：PLEASURE/VACATIONにチェック 

⑭ 署名 

⑮ 到着日 
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 ●税関申告書 

 

 

 

 

※申請書類は予告なく変更になる場合がございます。また書式が空港や航空会社によって異なる場合もご

ざいますのでご了承くださいませ。 

 

 

 

 

 

① SURNAME：名前、FIRST NAME：名前 

② SEX:性別（MALE：男、FEMALE：女） 

③ BIRTHDAY：生年月日（月、日、西暦） 

④ CITIZENSHIP：国籍 

⑤ OCCUPATION：職業 

⑥ PASSPORT NO：パスポート番号 

⑦ DATE AND PLACE OF ISSUE： 

パスポートの発行日と発行地 

⑧ ADDRESS(Philippines)：フィリピンでの住所 

MMBS  Sitio Paroba2, Tibag, Tarlac City 

⑨ ADDRESS：現住所 

⑩ FLIGHT NO：フライト番号 

⑪ AIRPORT OF ORIGIN：出発地 

⑫ DATE OF ARRIVAL：到着日 

⑬ PURPOSE：訪問目的 ６のOthersにチェック 

⑭ NO OF ACCOMPANYING MEMBER OF THE FAMILY： 

  同伴する家族の人数 

⑮ NO OF BAGGAGE：荷物の個数 

⑯ GENERAL DECLARATION：所持品の申告 

  YESか、NOにチェックを入れます。YESにチェック

がある場合は税関でチェックをされます。 

⑰ SIGNATURE OF PASSENGER： 

本人のサイン（パスポートと同じ署名） 

⑱ DATE OF LAST DEPARTURE FROM THE PHILIPPINES： 

 フィリピンを最後に出国した日（月、日、西暦） 

 初めてフィリピンに渡航した場合は無記入 
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▌マニラ空港 空港ピックアップのお待ち合わせ場所 

マニラ空港はターミナルが１～４まであります。航空会社によって到着ターミナルが異なりますのでご

注意ください。学校スタッフは皆様のフライトの到着時間に合わせてご到着ターミナルでお待ちしており

ます。空港に到着後は速やかにお待ち合わせ場所までお越しください。お待ち合わせ場所にお越し頂けま

せんと他の新入生の皆様も空港から出発出来ずに空港で待つことになりますので、お願い致します。 

 

※空港ピックアップの注意事項 

１、絶対に他のターミナルに移動しないでください 

２、到着後は速やかに待ち合わせ場所にお越しください 

３、トイレや軽食の購入はスタッフに会った後にお願いします。 

４、スタッフが見つからない場合でも、お待ち合わせ場所から動かないでください 

５、フライトが遅れた場合でもスタッフは待っていますので、お待ち合わせ場所にお越しください 

６、何らかの問題でお待ち合わせ場所に来られない場合は必ずスタッフに連絡をしてください 

７、ご到着当日は学校の夕食には間に合いません。各自でご準備されるか、到着後ご購入することができ

ます（現金はスタッフがお貸し致します） 

 

※空港内は無料のWifiが利用できます。ただし、 

時間制限がございますのでお気を付けください。 

予告なく変更になる事もございますので、ご了承 

ください。 

 

Wifiは右の写真にありますGlobeFreeWIFI@NAIA 

もしくは@NAIA_GoWifiにつないでください。 

無料Wifiの接続ページが出てきますので下記を 

タップするとWifiが使えます。 

 Globe → GET CONNECTED 

 

荷物を受け取るまでの待ち時間などにスタッフに 

ご連絡をお取り頂けましたらピックアップはスム 

―ズに行えます。 

 

※まずはご自身の航空会社と到着ターミナル、お待ち合わせ場所の番号を確認し、同じ色で示されたお待

ち合わせ場所をご確認下さい。 

ご利用航空会社 JAL・ジェットスター フィリピン航空 ANA・セブパシフィック 

到着ターミナル ターミナル１ ターミナル２ ターミナル３ 

お待ち合わせ場所 １（4ページに記載） ２（5ページに記載） ３（5ページに記載） 
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●お待ち合わせ場所１ 

ターミナル１：JAL・ジェットスター 

 

税関の検査を終え、空港の建物から外に出ます。 

空港の外に車道がありますが、ここは一般の人は 

迎えに入れない場所です。（ホテル関係者のみ入れます） 

道路の中央に横断歩道がありますので、横断歩道に向か 

って歩き、横断歩道を渡ってください。 

 

 

横断歩道を渡ると突き当たりに左右両方に下る道があり 

ますので、右の方向（Ｍ-Ｚ）の方へ下ってください。 

 

下の写真の矢印の方向へ下りますと、下りきった所の赤 

で囲んだ場所に現地スタッフが待っております。 

もし、スタッフが見つからない場合は、赤で囲んだ看板 

「TUVWXYZ」の下でお待ちください。そこから反対側の待ち

 合わせ場所に現地スタッフが待っていることもあります 

ので、お探しください。 

 

※ターミナル１のビデオがございますので、ご参考に 

ご覧ください。 

http://www.youtube.com/watch?v=_HgOvxrcHe8 

 

 

詳しくは別紙のターミナル1の地図をご覧くださいませ。 
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●お待ち合わせ場所２ 

ターミナル2：フィリピン航空 

税関の検査を終え、空港の建物から外に出ます。 

すぐ右側（免税店の黄色い看板の方向）に向かって建物沿いに歩いてください。右側に空港の建物、左

側に植木の状態でまっすぐに進んでください。（車道までは絶対に出ないでください） 

現地スタッフは下の写真の丸で囲んだ場所で待っております。 

        

 

 

●お待ち合わせ場所３ 

ターミナル3：ANA・セブパシフィック 

税関を通り抜けますと、左下の写真のガラス張りの場所がございます。 

こちらの場所で「MMBS」のボードを持ったスタッフを探して、見つけたら右側にお進みください。 

柵からは出ずに出口の所でお待ちください。スタッフが移動してお迎え致します。 
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▌クラーク空港 空港ピックアップのお待ち合わせ場所 

クラーク空港に到着するジェットスターをご利用の場合、出口は一

つです。預け荷物を取り、両替所やDuty Freeショップを抜け出口に

向かいます。建物の外に出て左側に進みますと右の写真の場所が見え

ます。スタッフはこちらの赤い枠の場所でお待ちしております。目の

前に待ち合わせ場所がありますが、そこではありません。 

  

 

▌空港ピックアップ 

ピックアップのお申し込みをされた場合、現地スタッフが空港で 

お出迎え致します。現地スタッフはMMBSのロゴが入った黄色いポ 

ロシャツを着て、MMBSのウェルカムボードを持っております。 

空港でのお出迎えですが、皆様のご到着時間に合わせてスタッフ 

がお待ち合わせ場所で待機しております。空港にご到着後はまず 

速やかにお待ち合わせ場所にお越しくださいませ。トイレや食事 

などはスタッフに会った後に時間をお取り致します。 

団体ピックアップの場合、他の方のご到着を待ってからMMBSへ 

移動となります。ピックアップのスケジュールはその時の人数やフライトによって異なりますが、他の方

のご到着を待つ場合はスタッフと一緒に待ちますので、空港ご到着後はまずはお待ち合わせ場所にお越し

ください。また、マニラ・クラーク空港への到着が遅くなるフライトの場合、個人ピックアップの費用と

なりますのでご了承くださいませ。 

 

 

●両替（ペソ） 

翌日のオリエンテーションで両替を致します。空港ピックアップを 

申し込んである場合、ほとんどの方はフィリピンペソがご必要に 

なることはございません。もしご到着後ペソが必要になった場合は 

日本人スタッフがご準備をしてございますのでお気軽にお声をおか 

けください。空港で無理に両替する必要はございません。 

 

 

 

●トイレットペーパーの配布 

フィリピンのトイレにはほとんどトイレットペーパーが備えられて 

おりません。また、学校内も各自のお部屋のトイレットペーパーは 

各自でご用意頂いておりますが、到着時の最初のトイレットペーパ 

ーは学校側で一つお部屋にご用意してありますのでご安心ください。 
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ご連絡がつかない学生様へ日本のご家族から緊急連絡の場合は、日本人スタッフへご連絡頂けましたらご

対応致しますので、日本のご家族へ下記の電話番号をお知らせくださいませ。 

 

 日本人スタッフ：+63（フィリピンの国番号）-919-284-5455（24時間対応） 

 

※緊急以外での日本人スタッフへの電話が大変多くなっております。週末の安否確認などはご本人とご家族の間できちんと取り決

めをしてくださいませ。特に深夜、早朝などに緊急でない個人的な内容でのご連絡はお控えください。 

 

 

●学校内のwifiに関して 

 

学校内にはwifiがございますが、日本と比べますと全く良い状態ではございません。また、天候や通信会

社、フィリピンの内情によってつながりにくいことも多々ございます。その為、お仕事などでwifiが必要

な場合は日本でポケットwifiをレンタルするかフィリピンで購入するなど各自でご対応頂くださいませ。 

 

●学校のトイレに関して 

 

フィリピンではトイレにトイレットペーパーがないだけでなく、使用後のペーパーは流さずにゴミ箱へ捨

てることがほとんどですので、文化の違いとご理解頂けましたら幸いです。 

 

 

留学に必要な準備項目 

 

▌パスポート 

 パスポートを取得しましょう。すでに取得されている方はフィリピン入国時に滞在日数＋6ケ月間以上の

残存期間が必要ですので、ご確認ください。 

 両親のいずれもが同伴しない15歳未満のお子様は事前にフィリピン大使館で入国許可を申請します。 

 

▌滞在のためのビザ 

 フィリピンの場合、日本国籍のパスポートをお持ちの方は1ヵ月間以内の滞在ならビザは必要ありません。

1ヵ月間以上の滞在を希望する場合は現地で学校側が延長手続きを代行致しますのでご安心ください。ただ

し、航空会社によっては事前にビザの確認をされる場合もございます。その際は現地でビザの延長をする

旨をきちんと主張してください。 

 

▌SSP（Special Study Permit）学生ビザ 

 滞在のビザとは別にフィリピンで外国人が就学する場合に必ず取得しなくてはいけないビザです。滞在

期間により有効期間が異なりますのでご相談ください。現地で申請を致します。 
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▌ACR I-Card（外国人登録証） 

 ACR I-Cardはフィリピンに8週間以上滞在する（SSP・SWPを取得した方）外国人に対しての取得が義務

付けられているものです。SSPを取得する際に同時に申請致します。8週間以下の方は取得する必要があり

ませんが、8週間以上滞在する延長をした場合はI-Cardの取得と同時にSSPも再度取得することになり余分

な費用がかかります。事前に延長希望があり8週間以上の滞在になる場合は1回目のビザ延長の際にI-Card

も取得することをお勧め致します。お手続きは学校が代行致しますのでご安心ください。 

 

▌航空券  

 日本－フィリピンの往復航空券、もしくは、フィリピンから第三国への出国航空券がない場合、日本か

ら出国することができません。必ずご用意ください。ご出発3週間前にはご購入頂き、航空会社、フライト

スケジュール等をお知らせくださいませ。空港のお出迎えの準備を致します。 

 

▌海外旅行保険 

 留学中は活動的になる方がほとんどです。思わぬ事故や病気になることも考えられますので、必ずご加

入をお願い致します。 

 

▌現金 

 入学時のオリエンテーションでは留学期間分のビザ費用やその他の費用を一括で支払います。その為、

最初に支払う分は現金（日本円）をご持参くださいませ。ATMのご利用をお考えの場合、万が一、引き出し

が出来ませんとお支払いに必要な現金がないことになり、ご入学のお手続が出来なくなります。レートの

変動はありますが4週間までのご留学の場合は約4万円、24週間の場合は約9万円が最初に必要な金額となり

ます。最後のページに詳しい金額表がございますのでご確認下さいませ。それ以外にお小遣いとして1ヵ月

10,000～25,000円ほどが目安になりますが、お小遣いなどは現金でご用意されなくても良いでしょう。 

 

▌銀行のキャッシュカード                       

ここで言う銀行のキャッシュカードとは、日本で作成する銀行のキャッシュカードのことを指します。

日本だけでなく世界中のATMで現金を引き出すことができます。この場合、日本で銀行にお金を預けておき、

海外で引き出した分だけ日本円で銀行口座から引き落としされる事になります。つまり、使った分のみ引

き落とされるため、余分にお金が換金されることがありません。長期留学の場合は、銀行のキャッシュカ

ードをお持ち頂く事がお勧めです。 

※申請に条件があったり時間がかかりますので、お早めにお手続きをされることをお勧め致します。 

 

▌キャッシュパスポート 

世界中のMasterCardマークのあるATMで現地通貨を引き出せるカードです。プリペイド式のカードの為、

審査も年齢制限も不要で、銀行口座を用意する必要もなく、最短で3日間でカード発行が可能です。 

 

▌クレジットカード 

海外はクレジットカード社会なので、クレジットカードは非常に大切なアイテムの一つです。なるべく

自分名義のクレジットカードを持ってくるようにしましょう。必要以上の現金を持ち歩く必要がありませ
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んので安全です。クレジットカードを作る際には、 Visa Card か Master Card 、もしくはアメリカンエ

キスプレスを選ぶと良いでしょう。 

※クレジットカードや銀行カードは海外対応の手続きや海外キャッシングの手続きをしていないと海外で

は使用できません。各自でカード会社、もしくは銀行に確認をして、海外でも使用できるようにしておく

ことが必要です。 

 

▌病院情報 

健康診断を行うクリニックから、24時間対応の救急病院や人工透析を行える病院もあります。ただし、

タルラックにはキャッシュレスの病院はございません（1時間ほど離れた所にはございます）ので、現金で

お支払い頂きまして、後日保険会社に請求することになります。クレジットカードが使える場合はありま

す。デンタルクリニックもありますが、日本の病院をお勧め致します。 

 

▌必需品（必須） 

パスポート 
滞在日数＋6ヶ月以上の残存期間があるかご確認ください。万が一紛失した場

合に備えてコピーもご用意下さい。 

航空券 

フィリピンへは、フィリピン出国のチケットがないと日本を出国できません

ので、必ず日本―マニラの往復チケット、もしくは第三国への出国チケット

をご用意ください。 

現金(日本円) 
最初に支払うビザ費用やその他費用分は必ずご用意ください。寮の保証金の 

5000円（問題がなければ全額返金）もご準備くださいませ。 

海外旅行保険 必ずご加入してください。 

クレジットカード ※長期の方のみ キャッシングが出来るようにしておくと良い 

インターナショナル銀行カード ※長期の方のみ 現地ATMで現金を引き出すことができます。 

 

▌授業必需品  

電子辞書 電子辞書は必須ですのでご持参下さい。また、充電器や電池も合わせてお持ちください。 

MP3・レコーダー 授業を録音したり、リスニング強化のためにあると便利です。 

本・参考書 ご自身で勉強したい英語の本があればお持ちください。 

PC 英文履歴書を作成したり、必要な資料を保存するのに便利です。 

筆記用具 
シャープペンシルなどは日本製がおすすめです。現地でも購入可能ですが、日本製の方が品

質が良いです。 

 

▌生活必需品 

ジャケット 教室内はエアコンが効いていますので、パーカーやジャケットをお持ちください。 

衣類 
動きやすい服をご用意下さい。洗濯では洋服の色あせが起こります。お気に入りの服や質の

良い服などはお持ちにならないで下さい。靴下があるとエアコン対策になります。 

靴・サンダル 学校内は土足禁止です。脱ぎ履きしやすいサンダルがあると便利です。 

iPadやスマホ フィリピンではいたる所でwifiが飛んでおります。学校内ももちろんです。その為、メール
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日本の携帯電話 の確認などはＰＣを持ち運ばなくても気軽にチェックできるため、おすすめです。 

基礎化粧品 
フィリピンの基礎化粧品は日本と違います。その為、化粧水、乳液、クレンジングなどは普

段使い慣れたものをお持ちください。現地では購入が困難です。 

水着 おそらく海に行くチャンスがありますので、お持ちください。 

眼鏡・コンタクト

レンズ 

コンタクトレンズは余分にお持ち下さい。 

また、コンタクトレンズの洗浄液や保存液もご持参下さい。 

タンブラー 学校内で飲み物を持ち歩くのに、蓋付きのタンブラーが便利です。 

ポケットwifi 自分専用のwifiとしてどこでもネットが使えるようになります。現地でも購入可能。 

洗濯ネット 洗濯物を出す際に使用すると便利です。 

ドライヤー 現地で100～1000ペソで購入出来ます。学校でレンタルも可能（数に限りがあります） 

変圧器 
日本の家電はほぼ100V対応です。フィリピンは220Vの為、変圧器は必需品です。フィリピン

のコンセントにつなぐと一瞬で壊れます。 

時計 目覚まし時計、腕時計はあると便利です。 

日焼け止め フィリピンの日差しは強いので気を付けましょう。 

虫よけスプレー・

シート・かゆみ止 

南国の為、虫は多いです。蚊、アリなどがいるため、虫よけスプレーやシート、かゆみ止め

などを用意することをお勧め致します。 

サングラス・帽子 日差しが強いのでサングラスや帽子があると便利です。 

薬 常備薬（アレルギーや喘息の薬）は留学期間分ご持参ください。 

生理用品 現地でも購入出来ますが、日本の製品は高品質です。 

ティッシュ フィリピンにトイレットペーパーは常備されておりません。お気を付けください。 

傘 雨も強い日差しも防いでくれます。フィリピンの傘は簡単に壊れます。 

食品 偏食の方やお子様はお好みのふりかけなどをお持ちください。 

 

現地でほぼ購入不可能 

現地で購入可能だか品質が悪い 

現地で購入が可能だが高い 

現地で購入可能 
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▌MMBSのスケジュール 

1.出国から授業開始までのスケジュール 

 

☻渡航日（土曜日） 

入学指定日にマニラ空港、もしくはクラーク空港集合となります。その日にご到着（指定フライト、ま

たはマニラ到着時間：13－19時）の学生がそろいましたら空港を出発致します。なお、空港ピックアップ

のスケジュールは毎回異なりますので、現地日本人スタッフまでお問い合わせくださいませ。学校へは約3

～4時間ですがマニラの道路の渋滞具合によってもっとかかる場合もございますので、お車に酔いやすい方

はご自身でご準備をお願い致します。また、学校ご到着が深夜になる場合もございますので、当日のご夕

食を学校で取ることは出来ません。各自でご用意頂くか、マニラにてご購入して頂くことになります。ク

ラーク空港は1便のみのため、学生がそろい次第すぐに出発し、約1時間で学校に到着致します。 

 

☻初日（日曜日） 

  7：00- 9：00 朝食（食べずに睡眠されていても大丈夫です） 

 11：00 昼食 

12：00 プレイエリアに集合  

13：00 オリエンテーション・学校の入学手続き・授業カウンセリング 

15：00 学校内ツアー・学校近郊ツアー（両替・証明写真の撮影・買い物） 

 

☻オリエンテーション（月曜日） 

7：00 朝食 

8：30 両替 

8：45 オリエンテーションの集合場所へ（プレイエリア） 

9：00 レベルチェックテスト 

11：00 学校内クリニックにて健康診断 

12：00 昼食 

12：50 尿検査 

13：00 MMBSについてのオリエンテーション 

15：00 現地必要経費の支払い 

16：00 教科書購入 

17：00 夕食 

19：00 授業スケジュール配布 

 

 ☻授業初日（火曜日） 

授業開始：英語で簡単な自己紹介が出来るようにしておくと良いでしょう。 

 

※MMBSの学校内の時間はフィリピンの現地時間より20分早くなっております。お気を付けくださいませ。

また、上記タイムスケジュールは学生の人数によりずれる場合もございますので、ご了承くださいませ。 
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2. 現地お支払い必要経費 

  現金（フィリピンペソ）でオリエンテーション時にお支払い頂きます（カード払いは出来ません） 

 

項目 費用 

SSP（学生ビザ）  6,240ペソ 

寮保証金  5,000円 もしくは 2,500ペソ（5000円札は日本からご準備ください） 

ビザ延長費 

※ご自身の留学期間の

所をご確認下さい。 

留学期間 費用（ペソ） 合計 

～4週間（1ヵ月以内） - 0 ペソ 

8週間（59日間） 4,130ペソ 4,130ペソ 

12週間 4,130 + 5,600ペソ 9,730 ペソ 

16週間 4,130 + 7,000ペソ 11,130ペソ 

20週間 11,130 + 3,630ペソ 14,760ペソ 

24週間 11,130 + 5,030ペソ 16,160ペソ 

28週間 16,160 + 5,030ペソ 21,190ペソ 

32週間 16,160 + 6,430ペソ 22,590ペソ 

教科書  30～815ペソ/１教科 

       電気代  実費 

お水代  200ペソ/週 

学校IDカード  200ペソ 

ゲートパス  50ペソ 

証明写真  80～100ペソ 

ACR I-CARD  3,315ペソ 

尿検査代  150ペソ 

 

※レートの変動により金額に多少の差異はございますが、入学後のオリエンテーション時に最初に一括で

支払う費用（留学期間分のビザ代や上記項目の支払い）の目安です。各自の問題によりATMで現金を引き出

せない方が時折おりますので、下記の金額は現金でお持ち頂きますとオリエンテーションでのお支払いお

手続き時に支障が出ませんのでご準備をお願い致します。 

なお、下記には毎月の電気代や追加購入する教材費、お小遣いは含まれておりません。 

 

  4週間の場合：約4万円 

  8週間の場合：約5万円 

  12週間の場合：約6万円 

  16週間の場合：約7万円 

  20週間の場合：約8万円 

  24週間の場合：約9万円 


