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渡航案内及び
団体ピックアップ
インフォメーション

基本的な準備

渡航の準備

パスポート

航空券

証明写真

まずはパスポートを準備しましょう。すでにパスポートをお持ちの方は、
有効期限が6カ月以上残っていることを確認して下さい。フィリピンは、
滞在期間も含めて有効期限が6カ月以上あるパスポートでないと入国
が受け付けられません。
帰国便もしくは第三国へ抜けるチケットを確認するために必要です。
フィリピンは往復チケットか第三国行きのチケットがなければ 入国が
認められません。 チケットを買う段階で十分注意しましょう
現地でビザの延長申請などに使う2x2サイズの写真の写真が最低でも
5枚必要です。ただし、オリエンテーション時にバギオでも撮影可能で
すのでご安心ください。

仮に12週間ご滞在する場合、15万円ほどの現金は円（またはドル）で
ご持参されることをお勧め致します。現地でお支払いいただく料金など
もありますし、教科書代やお小遣いなど学生生活の中で掛かる費用も
現金
ございます。現金を持参せず、後で多額の現金を引き落とす羽目に
なってしまった生徒も過去におります。そうならないためにも、十分な
現金をお持ちください。
留学中に万が一現金が足らなくなったということを割けるために準備し
国際キャッシュ
ておくことをおすすめします。楽天銀行のデビットカードまたは新生銀
カード
行の国際キャッシュカードがおすすめです。
スマートフォンがあれば、お部屋のWiFIを使ってインターネットで調べ
スマートフォン 物をしたり、ピックアップの際にスタッフとLINEで連絡を取ったりできま
す。現地のSIMが使えるSIMフリーの携帯があるとより便利です。
病気やケガ、盗難など保険があなたを助けてくれることは多々ありま
海外旅行保険 す。特に海外生活では予想外の事態でもしっかり対応できるよう海外
旅行保険にしっかり加入しておくようにしましょう。

電子辞書

学習に役立つ準備
電子辞書は、初めのころ授業を円滑に進めるうえで必需品です。充
電できる乾電池があるとなお良い。

MP3プレー リスニングのファイルを手に入れて 練習をすることができるの
ヤー
で便利です。
インターネットを使って調べ物をしたり、オフィスソフトを使ってライ
パソコン
ティングのレポートを書く時にも使えるので便利です。

日本語教材

使い慣れた日本語の教材（英文法書）などお持ちになるこ
とをお勧め致します。

生活に役立つ準備

服や下着

バギオはフィリピンの中でも涼しい気候で知られています。年間
を通して気温が26度前後と涼しく、夜も10度前後に冷え込む日
があります。そのため、長袖のパーカーやジャケットなどをお持
ち下さい。

水着

バギオから1時間半ほど山を下ったエリアには、温泉や海水浴の
できるビーチなどサマーアクティビティが楽しめる場所もたくさんあ
ります。ただ、水着は現地でも購入できますので、お気に入りの水
着がある場合以外は現地でと調達してもよいでしょう。

常備薬

海外の市販薬は、日本人の体に合わない場合も多いです。不屈
の薬や風邪薬など使い慣れているものがある場合は、お持ちいた
だくことをお勧め致します。

生活必需品

シャンプーや石鹸、歯ブラシなど日本で使い慣れていて、
日本でしか手に入らないものに関しては、お持ちになるこ
とをお勧めします。フィリピンでもDAVUやパンテーンな
どが手に入りますが、歯ブラシなどは日本製のほうが質が
いいです。もしこだわりがある場合はご持参ください。

日本の化粧品は、バギオで手に入らないため日本から使い
慣れた化粧品をご持参いただくことをお勧め致します。
留学の思い出を残すためにカメラや役に立ちます。ただ、出先で
デジタルカメラ
盗難に合わないように気を付けましょう。
化粧品

番外編（学生マネージャーからのおすすめ）
フィリピンでもノートは買えますが、日本のものに比べるとクオリ
日本のノート ティが落ちます。日本のキャンパスノートは5冊ぐらい購入してくる
ことをおすすめします。

トラベル
セット

マニラからバギオへの移動が長いので首枕、アイマスク、
耳栓などバスの移動中に使えるアイテムは重宝します。

- 日本から出国する際の流れ

出国/入国ガイドライン

- マニラ空港に到着した後の流れ

1. お使いになる航空会社のチェックインカウンターで搭乗
手続きを行います。時間に遅れないように、出航の3時間前
には空港に到着するようにしましょう。手続きが済むとカ
ウンター係から搭乗券が手渡されます。

1. 飛行機を降りて、入国審査エリアへと向かいます。この
とき、飛行機の中で渡される入国カードとパスポートを準備
します。入国カードの記入は飛行機の中で済ませておきまし
ょう。

2. 搭乗手続きや荷物を預け終わったら、出国ゲートへと向か
います。パスポートや航空券のチェック、及び荷物検査が無
事に終了すると出国ゲート内へと入場できます。

2. 入国審査が終わったら、預け荷物を受け取るレーンに向か
います。荷物が受け取れるまでしばらく時間がかかる場合が
あります。

3.搭乗する飛行機が待機するエリアに向かいましょう。搭
乗まで少なくとも1時間以上の時間があるはずです。その
時間で空港にあるWiFiを使ってLINEでスタッフに連絡をと
っておくとよいでしょう。現地スタッフがあなたの搭乗を
確認できますし、現地に到着した後もサポートすることが
できます。

- マニラ空港に到着した後の流れ

1. 入国審査を行います。パス
ポートと入国カードを準備して列
に並びましょう。

3.搭乗する飛行機が待機するエリアに向かいましょう。搭
乗まで少なくとも1時間以上の時間があるはずです。その
時間で空港にあるWiFiを使ってLINEでスタッフに連絡をと
っておくとよいでしょう。現地スタッフがあなたの搭乗を
確認できますし、現地に到着した後もサポートすることが
できます。

- 入国スタンプの確認

2. 預け荷物を受け取れる場
所に向かいます。他の人の預
け荷物を間違って取らないよ
う気を付けましょう。

3. 関税を抜けます。関税に
引っかかるものを持っていな
いかがいり素通りできます。

時たま、フィリピンの入国管理官が入国スタンプ
を押し忘れるという事件が発生します。後でこれ
が分かるととても面倒なことになりますので、入
国直後に必ずパスポートをチェックして下さい。

ピックアップの流れ

ターミナル2の待合わせ場所
入国審査を抜け、荷物の受け取りが完了したら
出口へと進みます。出口を抜けたらBay18と書
かれている柱の付近に向かって下さい。そこが
待ち合わせエリアになります。

ピックアップについて
グループピックアップは、夜9時
から夜中1時ぐらいの間で全ての
生徒が集まるまで行われます。
そのためバスが空港を出てバギ
オに向かうのは夜中になります。

ターミナル3の待合わせ場所
入国審査を抜け、荷物の受け取りが完了したら
到着エリアにある両替所（左写真）の付近に移
動して下さい。

ターミナル1の待合わせ場所
ターミナル1の到着エリアから待ち
合わせ場所までは.少し複雑です。
下記の手順に従ってください。
1. 入国審査を抜け、荷物の受け取
りが完了したら出口へと進みま
す。
2. 出口を出ると目の前に横断歩道
があります。それを渡って反対側
まで行ってください。
3. 反対側まで渡ると二手に分かれ
るトンネルがあります。出口を背
にして左手のトンネルを進んで下
さい。
4. トンネルを下った先に、ABCと書
かれたサインボードがあります。
そのポイントが待ち合わせエリア
です。
5. 警備員やタクシーの客引きが
しきりに話しかけてくる場合
がありますが、無視しましょ
う。

ピックアップスタッフの探し方
ピックアップスタッフは左の写真に記
載されているサインボードをもってあ
なたが来るのをお待ちしています。
※TALKの名前が書かれているのは、当
校はTALKアカデミーと共同ピックアッ
プを行っているためです。
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入学後の流れと
緊急連絡先

■ 入学初日のスケジュール

緊急連絡先

バギオに到着するのは、だいたい早朝6時ぐらいになります。こち
らには到着後のスケジュールを記載いたします。

下記に緊急連絡先を記入致します。可能な限り日本にいるときから現地スタッフと連絡
をとれるようにしておくことをお勧め致します。特にLINEは、空港のWIFIを使ってやり取
りできるため便利です。

1. レベルテスト(8:20-)
軽い朝食をとった後、英語力を図るためにレベルテス
トを受講いただきます。

緊急連絡先

マネージャー携帯
2. オリエンテーション(11:00-)
学校生活におけるルールなどオリエンテーションを行
います。

Eメールアドレス
日本人窓口LINE ID

3. 昼食(12:00-)
オリエンテーションの後は昼食休憩に入ります。

担当者名

詳細

光本 孝

+63 977-777-9917

高山 章誉
または
当日のピックアップ担当者

+63 977-175-6389

光本 孝

info@baguio-jic.com

光本 孝

baguiojicjp

+63 977-775-9983

下記QRからでも読み取れます。

個人ピックアップについて
個人ピックアップには以下の2つの手段がございます。
①韓国の旅行会社（ホワイトホース）を使う方法

4. ショッピングモールへ買い出し(13:00-)
生活必需品を購入するためにショッピングモールへ買
い出しに行きます。お金の両替もその際に行います。

5. ビザ代金などの支払い(15:00-)
現地ペソでビザ代金や現地で支払うお金の清算をし
ます。

6. 休憩(15:30-)
初日のスケジュールは以上になります。初日からハー
ドなスケジュールなのでかなりお疲れのことと思いま
すので夕食までゆっくり休みましょう。

ホワイトホースによる個人ピックアップは、夜9時から夜中1時ぐらいの間で全ての生徒
が集まるまで行われます。車は、バンを用います。他の旅行客も同乗するためバスが
空港を出てバギオに向かうのは夜中になります。待ち合わせ場所は、各ターミナルグ
ループピックアップと同じです。乗員が3人未満の場合、使用できない場合があります。
お値段は現地払いで3000ペソになります。
②当校のスタッフにがお迎えに上がる方法
当校のスタッフが直接空港にお迎えに上がります。交通手段は、公共のバスを用いま
す。こちらのピックアップは時間の指定がありません。待ち合わせ場所は、各ターミナル
グループピックアップと同じです。あなたがご到着される時間に当校のスタッフが空港で
待機し、合流と同時に移動が可能です。お値段は現地払いで4000ペソになります。

