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2.フィリピン共和国への入国
日本国籍者が、観光や語学研修（学位取得を除く）を目的としてフィリピンに入国する際、ビザ不要で最大 30 日
間フィリピンに滞在することができます（30 日間無査証短期滞在）。下記、入国の際の必要最低条件となります。
有効な往復航空券または第三国へ出国する航空券を所持していること
条件①
※往路チケットのみでのご入国はできませんのでご注意ください
パスポートの有効期限が滞在日数＋6か月以上であること
条件②
※有効期限が上記日数未満の場合、事前にパスポートを更新してください
下記、フィリピン共和国大使館HPより引用です

備考

「外国人渡航者のフィリピンへの入国の許可に関する判断は入国時の空港・港でのフィリピン入
国管理局に委ねられます。外国人の受け入れ許可は、ビザ発給の担当官ではなく、フィリピン入
国管理局の職務に当たるためです。よって、領事部で発行されたビザは、外国人渡航者のフィリ
ピンへの入国を保証するものではありません。」
※上記によれば「条件①②を満たしていても入国が認められない場合もある」と解釈できます
※現地入国審査の際は、紳士的かつ正直に入国審査官に対応しましょう

3.フィリピン共和国への入国（15歳未満の方の入国）
15 歳未満の日本国籍者が、観光や語学研修（学位取得を除く）を目的としてフィリピンに入国する際、単身または
親の付き添いがない場合、事前に日本で WEG（Waiver of Exclusion Ground）申請が必要となります。
「単身渡航」「親以外が同行（祖父母や兄弟の同行も該当）」「親の離婚・再婚・死別」「親子で苗字が異なる」等に
該当される場合は、一度フィリピン共和国大使館にお問合せください。
フィリピン共和国大使館ホームページ
http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/waiver-of-exclusion-ground-weg/

4.航空券／空港使用税
航空券ならびに空港使用税についてご確認ください。

航空券

空港使用税

フィリピンに入国するためには、「有効な往復航空券または第三国へ出国する航空券」が必要と
なり、往路チケットのみでのフィリピン入国はできません。
航空会社や旅行会社によっては、フィリピンに31日以上滞在する場合は「事前の日本でのビザ
取得」、もしくは、「到着後30日以内の日付の日程変更可能往路チケットの取得」を求められる
場合があります。
詳しくは各航空会社または各旅行会社にご相談ください。
セブ空港にて国際線をご利用される場合、空港にて850ペソの空港使用税が必要となりますの
で事前にご準備ください。
マニラ空港から国際線をご利用される場合、空港使用税は不要となります。
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5.現地でのフィリピン行政手続き
現地では様々な行政手続きがありますが、基本的には学校が代行して行いますのでご安心ください。
■visa（査証）
visa

30 日を超えてフィリピンに滞在される場合、フィリピン入国管理局にてビザ延長手続きを行う必
要があります。延長手続きは現地にて当校が代行して行いますのでご安心ください。移住・就労・
大学進学等の場合はビザの種類が異なりますのでフィリピン大使館へお問合せください。
■Special Study Permit（特別勉強許可証）

SSP

観光ビザ（もしくは 30 日間無査証短期滞在）にて入国される場合、SSP を学校毎に取得する必
要があります。期限は 6 か月、1 つの学校でのみ有効となります。SSP 手続きも現地にて当校が
代行して行いますのでご安心ください。
■Alien Certificate of Registration Identity Card（外国人登録証）

ACR
I-CARD

60日以上フィリピンに滞在される場合、I-Cardの取得が必要となり、2回目のビザ申請時にイミグ
レーションまで同行して頂きます。平日日中に授業を休んで同行して頂くこととなりますが、授業
の振替・返金はございませんので予めご了承ください。
イミグレーションでは過度な露出は入館禁止となる場合がございますので、該当される方は靴や
露出の少ない服装をご準備ください（現地調達可）。
■Emigration Clearance Certificate（出国証明書）

ECC

6 か月以上通してフィリピンに滞在する場合、出国前に ECC を取得する必要があります。手続き
は現地にて当校が代行して行いますのでご安心ください。

6.入国
航空機内もしくはフィリピンの空港にて「入国審査カード」「健康申請書カード」「税関申告カード」が配布されます。
■個人情報・渡航目的等
入国審査
名前、連絡先、パスポート情報、出国先、飛行機情報、職業、渡航目的 等
■個人情報・現地滞在先・健康状態等
健康審査
名前、連絡先、現地滞在先、病状、過去の海外渡航歴 等
■個人情報・現地滞在先・荷物の中身が合法なものかどうかの確認等
税関審査
名前、連絡先、現地滞在先、荷物の中身 等

ページ9
参照
ページ10
参照
ページ10
参照

※フィリピンはルールが変わりやすく、予告なく上記カードの提出が不要となる場合、もしくは新たな記載資料が予
告なく発生する場合もございますので、予めご了承ください。
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7.持ち物
渡航に際し、「必需品」「クレジットカード」「お勧め品」「ウェルカムセット」についてご参照くださいませ。
■必需品
有効期限が滞在日数＋6か月以上のもの
パスポート
※パスポートのコピー準備をお勧め致します
「有効な往復航空券」もしくは「有効な往路チケットならびに第三国への復路チケット」
航空券
※往路チケットのみでの入国はできません
有効な海外旅行保険（クレジット付帯保険可）

海外保険

現金

証明写真

※現地キャッシュレスサービス利用可能な保険が便利です（各保険会社にお問合せください）
※クレジットカード付帯保険の場合、利用条件やサービス内容が会社・種類により異なりますの
で、渡航前に必ず利用条件・補償内容をご確認ください
※現地で保険利用時にパスポート内の出国スタンプが必要な場合がありますので、出国時に出
国スタンプの押印を希望してください
※往路航空チケットの半券は最後まで保管してください
現地支払経費（SSP、教科書代、追加授業代）に加えてお小遣いを考慮してご持参ください
※日本での両替よりもフィリピンでの両替の方がレートは良くなります
※初日月曜日のオリエンテーション時に両替のご案内を行っております
証明写真（5cm×5cm、背景白、眼鏡・ピアス・ネックレス、帽子等装飾品不可）が必要
30日以内滞在は2枚、30-59日滞在は3枚、60-89日は4枚、90日以上は5枚必要
※現地にて150円程で取得可能です

■カード
クレジット
カード

巨大モールや外国人向けレストラン、グレードの高いホテル等であれば基本的に使用可能
ローカルのショッピングモールやスーパー等では使用不可の場合あり
Cirrus や Plus マークが記載されている国際キャッシュカード
新生銀行、シティバンク、三井住友銀行、みずほ銀行 等

国際
キャッシュ
カード

デビッド
カード

フィリピンの主要銀行は「BDO」「BPI」「Metro Bank」の 3 つとなり、基本的に上記 3 つの ATM を
利用し現金を引き出す流れ
※銀行毎に引き出し額・回数の上限があります（一般的には 10,000 ペソ上限を 1 日数回）
※基本的に 1 回の引き出し毎に約 200 ペソの手数料が発生します
※引き出し上限・回数ならびに手数料の問題から、大金をご入用の際は注意が必要です
銀行口座残高分だけ使用でき、学生でも所持可能
スルガ銀行、楽天銀行 等

※現地にはATMもございますが、フィリピンは発展途上国ということもあり、お金が引き出せないケースやカード・現
金が機械から出てこない等のトラブルも少なからず発生しております。キャッシュカード・クレジットカードをご利用
の際は、自己責任でご利用ください。
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■お勧め品
ノート、ペン、参考書、辞書、電子辞書、オフラインで使用できる辞書アプリ、パソコン 等
勉強道具
※BusinessコースでPresentationクラスをご希望の方は基本的にパソコン持参必須
夏物衣類、長袖、長ズボン、下着、靴、サンダル、雨傘、帽子、水着、サングラス 等
衣類・履物

※セブの年平均気温は約25℃です（寒暖差は1年を通してほとんどありません）
※モールや車内等は冷房が強いため、冷房対策用の衣類をお勧め致します
※60日以上滞在される方はイミグレーション同行のため露出の低い衣類・靴が必要となります
タオル、シャンプー、コンディショナー、歯ブラシ、洗顔料、生理用品、日焼け止め、カミソリ 等

日用品
※敏感体質の方は日本よりご持参されることをお勧め致します。
風邪薬、整腸剤、正露丸 等
医薬品
虫よけ
グッズ

SNS
電子機器

変圧器

※食生活や気候、環境、文化の違い等で体調不良となる場合があります
虫よけスプレー、長袖長ズボン 等
※蚊取り線香は現地にて調達困難となります
携帯電話、タブレット、パソコン 等
※緊急時に日本のご家族や知人と速やかに連絡が取れるよう、携帯電話やSNSアプリ入りタブレ
ット等の電子機器をご持参されることをお勧め致します
※携帯電話に関しては、事前に海外プランに加入されるか、入国前にモバイルデータ通信を
OFFにされることをお勧め致します
220V対応の変圧器
※セブの電圧は220Vとなります（日本は100V）
※事前にご利用予定の電子機器が220Vに対応しているかどうか必ずご確認ください
※携帯電話やパソコン、電子辞書、デジタルカメラ等は海外対応している場合が殆どです
※ドライヤーやゲーム機器、音楽機器等は対応していない場合があります
※製品によっては海外対応している場合でも海外利用自体が推奨されていない場合があります
ので、詳しくはメーカーにご確認頂くか取扱説明書をご参照ください
コンセントは日本と同じAタイプ

変換プラグ
※変換プラグのご持参は基本的に不要です
校内無料Wi-Fiスポットにてインターネットをご利用可能
室内・外出時にインターネットをご利用希望の場合、ポケットWi-Fiレンタルサービス（有料）あり
Wi-Fi

インスタント
製品

※現地にてポケットWi-Fiを購入することも可能です。
※フィリピンでは日本の様にWi-Fiがスムーズに繋がらないのが現状です。当校ではいかなる理
由で校内無料Wi-FiスポットならびにレンタルWi-Fiが繋がらない場合においても、一切の責任
を負いかねますので予めご了承ください。
お茶漬けの素、味噌汁、カップヌードル、ドリップコーヒー、ふりかけ 等
※夕方以降の到着便をご利用の場合、学校の夕食（現地時間18:00-18:45）に合わない場合
がありますので、インスタント製品をご持参されることをお勧め致します。夕食の時間外提供・
お取り置き等は出来かねますので、予めご了承ください。

■ウェルカムセット（到着時に各１個ずつ無料でご提供しております）
ウェルカム
セット

ミネラルウォーター／トイレットペーパー／シャンプー＆コンディショナー／石鹸
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8.空港到着時ピックアップ（空港ピックアップお申し込み者のみ）
空港ピックアップをお申込みの場合、空港に到着しましたら集合場所までお越しください。
ピンクシャツを着用した Bayside スタッフが Bayside 看板を持ってお待ちしております。
万が一の場合は、下記連絡先までご連絡くださいませ。

■ターミナル
国内線

ターミナル1ご到着

国際線

ターミナル2ご到着

ページ11
参照
ページ12
参照

■緊急連絡先（日本人スタッフ対応）
1

0917-321-5284（日本の電話からは ＋63-917-321-5284）

2

0917-321-3612（日本の電話からは ＋63-917-321-3612）

9.入寮日から退寮日までの流れ／１日の流れ
■入寮日から退寮日までの流れ（一般例）
・日曜日朝 9 時以降にご入寮（それ以前のご入寮の場合は延泊費用が発生）
入寮日（日）
・到着後、食事時間内であれば食事可
・オリエンテーション、レベルテスト、ショッピング（月曜日のみ）、両替案内、現地費用支払い
入学日（月）
※初日月曜日は授業なし（午後より追加授業可：有料）
・通常授業＆フリークラス
平日（火-金）
※祝日の場合は休校日）
・卒業式実施（参加任意）
最終日（金）
・金曜日（祝日の場合は木曜日）にパスポート返却
・土曜日の昼 12:00 までに部屋退寮（退寮後、同日深夜 24 時までキャンパス内に滞在可）
退寮日

※火曜日以降の入学となる場合、午前にオリエンテーション等を実施し、授業は午後からのご提供となります（授
業の振り替えなし、ショッピングなし）
■1日の流れ（一般例）
スケジュール A
スケジュール B
8:00-8:45
朝食
朝食
9:10-12:00
9:10-13:00
授業①～③
授業①～④
12:00-12:45
13:00-13:45
昼食
昼食
13:10-18:00
14:10-18:00
授業④～⑧
授業⑤～⑧
18:00-18:45
18:00-18:50
夕食
フリークラス①
19:10-20:00
19:00-19:45
フリークラス①
夕食
20:10-21:00
20:10-21:00
フリークラス②
フリークラス②
※1日の授業数は各コースによって違います
※基本的にはスケジュールAとなります
※繁忙期（3月、7-8月）等、予告なくスケジュールBとなる場合がございますので、予めご了承くださいませ
8:00-8:45
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10.セブってどんなところ？
セブの基本情報をまとめましたのでご参照ください。
約7,100の島から構成！
島数世界第2位！
セブの街中は両替所が多い！
両替は日本よりもセブの方がお得！
マニラはタガログ語！
セブはビサヤ語！
フィリピン人の90％はキリスト教！
ローマカトリックが大半！
セブ・マンダウエは都会エリア！
ラプラプはリゾートエリア！

所在地

フィリピン共和国

通貨

フィリピンペソ（ペソ）

言語

ビサヤ語、英語（公用語）

宗教

主としてキリスト教

主要都市

セブ市、マンダウエ市、ラプラプ市

セブ気候

年平均約26℃
（乾季目安12-5月／雨季目安6-11月）

1年を通して暖かい気候！

セブ空港

マクタン・セブ国際空港

セブには空港が1つだけ！
2018年7月に国際線新ターミナル開港！

①海アクティビティ
アイランドホッピング
ジンベイザメツアー
ダイビング
シュノーケリング 等
セブ観光

②ビーチアクティビティ
ホテルデイユース 等
③シティツアー
教会、要塞跡地、巨大モール等のツアー
④ボホール島ツアー
ターシャ、チョコレートヒルズ 等
①生活用品・日用品・食品
日本よりも3-5割程安め
②輸入品（生活用品・日用品・食品）
日本と同額程度、もしくは少し高め

セブ物価

③外食（ファーストフード）
日本より3-5割程安め

①水（500ml）／1本約20円
②ビール（San Miguel）／1本約120円
③マクドナルド ハンバーガーセット 約250円
④マンゴー／1kg 約250円
⑤フィリピンレストラン／1食 700円
⑥日本レストラン／1人 約1,000円
⑦韓国レストラン（サムギョプサル食べ放題）
／1人 約700円

④外食（レストラン）
日本より少し安い、もしくは同額程度
⑤電化製品
日本より高め
①タクシー 初乗り 約100円
セブ交通

②ジプニー 初乗り 約18円
③トライシクル 初乗り 約18円
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11.セブ留学Q＆A
■セブ
気候は？
雨季・乾季は？
水道水は飲める？
空港は？
空港・学校間の距離は？
治安は？
電源は？

平均気温約26℃、1年を通して半袖で過ごせる気候です。
しかし、車内やショッピングセンター内は冷えるため、長袖等の防寒具もお忘れなく。
雨季目安6-11月、乾季目安12-5月となります。
雨季は日本の梅雨とは違い、短時間でスコールとなるイメージです。
水道水は飲むことができません。
飲料の際は、ペットボトル水かウォーターサーバー（学校内設置有）をご利用ください。
マクタン・セブ国際空港となります。
直行便は東京（成田）・大阪・愛知から就航しています。
両キャンパスともにラプラプ市（リゾートエリア）に位置しています。
共に空港から車で25分程の位置となります。
大勢の人がいる場所などはスリ等の被害が発生することがありますので、外出時はしっかりと
荷物の管理をしましょう。Baysideの位置するラプラプ市は、セブ市・マンダウエ市エリアよりも
治安の良い場所ですが、外出時は海外であることを常に意識して行動しましょう。
セブの電源は220Vとなりますので、電化製品ご利用の際はご注意ください。
製品によっては、220V非対応、もしくは海外での利用が推奨されていない場合があります。

■学校
空港・学校間の
移動は？
学校の入寮日は？
学校の退寮日は？

空港から学校までは25分程の位置となります、詳しくは学校地図をご参照ください。
オプションで空港―学校間の送迎（有料）も行っております。
日曜日の朝9時よりご入寮可能です。
前泊（日曜日朝9時以前のご入寮）をご希望される場合は事前にご相談ください。
最終週土曜日の正午12時までにご退寮頂きます（校内には同日深夜24時まで滞在可）。
延泊（日曜日正午12時を超えてのご滞在）をご希望される場合は事前にご相談ください。

■勉強
フィリピン英語の訛りは？
フィリピン人講師の英語は？
Bayside講師のレベルは？
日本での事前準備は？
現地での効果的学習は？
授業の欠席は？

フィリピン人の英語スキルにはバラつきがあります。
大学卒業レベルであれば綺麗なアメリカ英語を話すことができます。
ネイティブスピーカーよりもややゆっくりでクリアなアメリカ英語をイメージしてください。
英語自体が聞き取りやすく、英語初・中級者に最適です。
当校では大学卒業以上を条件とし、筆記（TOEIC）・実技テストにより採用を行っています。
また、月1回の筆記・実技評価と定期トレーニングにより、常に質の向上を目指しています。
日本でインプット学習（単語や文法の勉強）にフォーカスしておくと、現地でのアウトプット学習
（英語の表出）に集中しやすくなります。
とにかく現地では英語を喋り続け、英語脳を作ることです。
マンツーマンクラスが主となりますので、恥ずかしがらずに楽しくアウトプットできる環境です。
オフィスに申請頂ければ、授業の欠席も可能です。

■外出・周辺情報

学校の近くで
ショッピングは？

移動は？

●Premium Resortキャンパス
車で10分程の場所に、Mactan Newtownという商業施設があります
スーパーやコンビニ、カフェ、日本食レストラン、ハンバーガーショップ等がございます
●RPCキャンパス
車で2-3分程の場所に、繁華街があります（カフェやレストラン街、コンビニ等）
車で5分程の場所に、Gaisano Grand Mallという4階建てのショッピングモールがあります
Taxi、ジプニー、トライシクルが主要な公共交通機関となります。
セブシティまではTaxiで1,000円程となります。

■アクティビティ
アクティビティは？

学校で各アクティビティをご紹介しておりますので、現地オフィスにご相談ください
少人数でのお申込みの場合、お申込みが不可の場合があります
悪天候の際はツアーが予告なくキャンセルとなる場合がありますので予めご了承ください
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12.資料
資料A／入国審査カード

※渡航目的は「Pleasure / Vacation」をチェックしてください
※「EDUCATION/TRAINING」は大学進学等の方が該当となり、特別なVISAが必要となります

■入国審査時の返答例
基本的には入国管理官からの質問等なくスムーズに入国できる場合がほとんどですが、長期滞在等の場合は入
国管理官より幾つか質問を受ける場合があります。英語ができなくても入国には問題ありませんので、不信に思わ
れない様に堂々と応対しましょう。
万が一入国管理官より質問を受けた場合、下記をご参照ください（そのままご提示頂いても大丈夫です）。
英語

日本語

Hello, I am going to study English in Cebu.

こんにちは、私はセブで英語を勉強する予定です。

The English School name is
BAYSIDE ENGLISH CEBU.
There is a dormitory in the school and I am going to
stay there.
School provides SSP processing.
I am going to leave the Philippines on （
If I will stay more than 30days in the Philippines,
I am going to extend visa in Cebu.

私が通う学校の名前はBAYSIDE ENGLISH CEBUです。
学校の中には宿舎があり、私はそこに滞在します。
学校が私のSSP（特別勉強許可証）手続きをします。

）.

私は（

）にフィリピンを出国する予定です。

もし30日を超えてフィリピンに滞在する場合、ビザは現地で
手続きします。
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資料B／健康審査カード

資料C／税関審査カード
No
1
2
3
4

項目
フルネーム
性別
生年月日
国籍

5

職業

6
7

パスポート番号
パスポート発行日・地

詳細
Male（男性）・Female（女性）
月／日／西暦
Student（学生）
Employee（会社員）
None（無職）

■RPC campus
Agus, Lapu-Lapu city, Cebu
8

滞在先

9

居住地の住所

10
11
12
13
14
15
16
17
18

フライト番号
出発した空港
到着日
渡航目的
同行家族の人数
荷物の個数
申告物
サイン
前回フィリピン出国日

■Premium Resort campus
Punta Engano, Lapu-Lapu city,Cebu
■逆から記載
3-2-1, 〇cho, 〇shi, 〇ken, Japan
例／「Narita」「Osaka」「Nagoya」等
月／日／西暦
「Tourism」を選択
家族同行なければ 0
全ての荷物の数を記載
申告物が無ければ No にチェック
名前を英語で記入
初めての方は無記入で OK
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資料D／国内線空港ピックアップ合流場所（空港ピックアップ申込者のみ該当）
① 国内線出口を出た後、すぐに左折または右折（車道を超える必要はありません）
② 車道に沿って進んでいくと、ベンチが並んでいる待合所がございます
③ Bayside English Cebuのプラカードを持ったスタッフがお待ちしております

タ ー ミ ナ ル 1国 内 線 マ ップ

国内線到着ロビー

荷物受取

荷物受取
セブンイレブン
待ち合わせ場所

一般
待合所

ピックアップサービスをお申込みの方へ
ターミナルから外に出た場所で
Bayside スタッフがお待ちしております
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資料E／国際線空港ピックアップ合流場所（空港ピックアップ申込者のみ該当）
①国際線出口を出てすぐにBayside English Cebuのプラカードを持ったスタッフがお待ちしております

タ ー ミ ナ ル 2国 際 線 マ ップ

2F 入国審査

2F 国際線到着ロビー
Immigration

1F 荷物受取

1F 荷物受取

PARKING

待ち合わせ場所

ピックアップサービスをお申込みの方へ
ターミナルから外に出た場所で
Bayside スタッフがお待ちしております

本留学サポートガイドは、2018 年 12 月 1 日現在のフィリピン大使館 HP の情報をもとに作成されています。
情報は予告なく変更となる場合があります
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