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1,渡航準備

①パスポート
帰国時まで有効なものであれば入国可能 ※2018年7月に変更
スキャンしたものをスマートフォンやパソコンに保存しておきましょう。

②航空券予約
入国するのに出国チケットが必ず必要です。
【往復の航空券】をご購入ください。
チェックイン：日曜日 16時以降
チェックアウト：土曜日 10時まで
【おすすめ航空券】 安全性を考え日本からの直行便をお薦めします。
成 田：・フィリピン航空：PR435 セブ到着14:00、PR433 セブ到着18:55

・セブパシフィック航空：5J5063 セブ到着13:30
関 西：・フィリピン航空：PR409 セブ到着19:00
名古屋：・フィリピン航空：PR479 セブ到着19:00
※上記、フライト情報は新型コロナウイルス発生前の情報です。
※無料送迎シャトルバス（ホテル運航）
※専用車送迎有料
※航空券に関する注意点：LCCをご利用で他国経由、30日以上フィリピン滞在の場合、
VISA延長は現地にて可能ですが、事前にVISAが必要と言われ、搭乗拒否されたケースがご
ざいます。フィリピン大使館で事前にビザ申請をするか、LCC以外の航空会社をご利用くだ
さい。

③航空券情報
航空券予約完了後、申込窓口に航空券情報をお知らせください。
ご自身ホテルまでお越しのお客様は、予定チェックイン時間を事前にお知らせください。
※チェックイン時間：16:00以降

④海外旅行傷害保険
海外旅行傷害保険の加入を義務付けさせていただいております。
医療費は信じられないほど高額で、盗難や損害賠償などのリスクに対して補償があります。
※クレジットカード付帯の場合
利用条件を必ず事前に確認ください。（利用付帯、自動付帯など）
親子でご利用の場合は、必ずお子様の保険も適用かご確認ください。
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⑥予防接種
短期滞在ではまず必要はございません。もし、気になるようでしたら念には念を入れて予
防接種されるのもよいかと思います。
予防接種を受けるとすれば、A型/B型肝炎、日本脳炎、狂犬病、腸チフスなどが挙げられ
ます。そこまで神経質になる必要はございませんが、病気にかからないという保証はでき
ませんので、不安が勝つようでしたら、予防接種された方がよろしいかと思います。

⑦留学に向けての心得
a,過去に留学生被害の報告が上がっておりますが、当人の気の緩みなどが原因で起こって
いるものがほとんどです。日本国内にいるのではないと自覚をしていただき、日本では決
してしないような大胆な行動をしなければ、問題なく快適な留学をしていただけるはずで
す。
b,衛生面も気を付けていただきたいです。「水道水を飲まないこと」「できるだけ蚊に刺
されないこと」「動物に近づかないこと」 特に、動物には注意が必要です。狂犬病は犬
以外にも猫やリスなどの哺乳類動物は、すべて持っています。

⑧お申し込み条件
a,18歳以下、高校生の単独渡航は受け入れいたしておりません。
b,身体にハンディキャップ、アレルギー、持病、精神疾患等がある場合、内容によっては
安全上の観点からお申込み出来ない場合があります。
c,60歳以上のお客様の場合、緊急連絡先となる身内かがいない場合、お申し込みいたただ
けません。

⑤お金
お小遣いは個人差がありますが月7万円～10万円程度（食事費用含む）ご用意ください。
両替はホテル併設モールで可能です。（営業時間：10:00 - 20:00）
現地ATMをご利用の場合は、事前に利用条件を金融機関にご確認ください。
物価水準
夕食費用やアクティビティ費用については、「11,その他費用」を確認ください。

マッサージ
（1時間）

水
（500ml）

スターバックス
（コーヒー）

タクシー
（初乗り）

ペソ 350ペソ 15ペソ 145ペソ 40ペソ

円
（レート2.1） 735円 32円 305円 84円
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2,持ち物

持ち物 アドバイス 必要度 Check

パスポート 帰国時まで有効なものであれば入国可能 ★★★

パスポート
コピーor写真 スマートフォンやパソコンに保存しておきましょう。 ★★★

Eチケット 印刷しデータも保存しておきましょう。 ★★★

海外旅行保険証 保険証券を必ずご持参くださいませ。クレジット
カード付帯の場合は必要ありません。 ★★★

同意書 学校規約を必ずご確認いただき、同意書に署名しご
持参下さい。 ★★★

現金（ペソ） 現地で両替することをお薦めします。 ★★★

クレジットカード 海外利用可能、キャッシング利用額、PINナンバー
の確認を忘れずに！ ★★★

Guide Book
空港待ち合わせ場所、緊急連絡先が掲載されており
ます。大事なページをスマホに保存しておきましょ
う。

★★★

WEG申請書類
ご両親以外と15歳未満の未成年者が、フィリピン
に渡航する場合、15歳未満の方は、WEG(Waiver 
of Exclusion Ground)が必要です。詳しくはフィ
リピン大使館にお問い合わせください。

★★★

渡航前に準備するもの

学習関連

持ち物 アドバイス 必要度 Check

電子辞書
授業中は使用できません。オフラインで使用できる
ものを持参しましょう。授業中の電子辞書使用は禁
止とさせていただいております。

★★★

筆記用具 現地購入可能ですが、品質が良くありません。使い
慣れた物を持参しましょう。 ★★★

日本語の参考書 文法書など日本語解説がある参考書を持参しましょ
う。 ★★★
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持ち物 アドバイス 必要度 Check

着替え

洗濯店はモール内にあり、仕上がるまでに2日ほど
かかります。
※洗濯物の紛失、破損に関して、当校は弁償致しか
ねます。高価な衣類や装飾の細かい衣類はご自身で
手洗いしてください。

★★★

運動靴 道路・歩道が凸凹なため、外出時には運動靴を履く
ことをお薦めします。 ★★★

授業時の服装 授業受講の際、服装規定がございます。「10,服装
規定」をご確認いただき遵守願います。 ★★★

衣類

日用品

持ち物 アドバイス 必要度 Check

常備薬
慣れない海外生活で体調を崩す方も少なくありませ
ん。最低限の薬を持参しましょう。学校では薬を用
意いたしておりません。

★★★

アメニティ 各お部屋に用意しております。 ☆☆☆

虫除けスプレー 感染症予防のため、外出時に必ず持参しましょう。 ★★★

ウエットティッ
シュ 外食時、日本食店以外はおしぼりが提供されません。 ★★★

傘/日傘 突然、雨が降ることもあり、また、日中はかなり日
差しが強いです。 ★★☆

観光時用バック
航空券をおらずに十分に入れられる大きさと、防犯
の為ジッパー付きバッグがお勧めです。必ず体の前
に抱えられるようなものにしましょう。

★★★

日焼け止め 現地でも購入可能です。 ★★☆

マスク 感染症予防のため、持参しましょう。 ★★★

洗剤（小分け） 下着や水着を手洗いするのにあると便利です。 ★★☆

軽食
現地料理が合わなかったことを考え、インスタント
食品を持参することをお勧めします。現地で購入可
能ですが、2倍ほどの価格となっています。

★★☆
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持ち物 アドバイス Check

おもちゃ 飛行機や移動中にも遊べる、音の出ないおもちゃをお薦めし
ます。落書き帳や折り紙など

おやつ 食べ慣れたお菓子を持参しましょう。

食べ物
日本人好みの食事が豊富にありますが、お子様には、日頃食
べ慣れた、ふりかけやジュース、調味料などを持参しましょ
う。

パジャマ 眠るときには着慣れたパジャマを着せてあげましょう。

常備薬 日本とは薬事法が異なります。お子様には日本の薬を準備し
渡航しましょう。

お子様用として役立つもの

渡航後に準備するもの

アドバイス Check

ペソへの換金/
キャッシング

日本、空港、ホテルでの換金レートは悪くお薦めしてい
ません。現地モールなどにある両替所で両替することを
お薦めいたします。また、キャッシングは教室施設のあ
るモールにATMが数台設置されています。

SIM/ポケットwifi
（レンタル）

学校で購入可能です。
※SIM：SIMロック解除設定されてる状態で受付可能
※全て英語標記ですので、英語に自信のないかたは日本
からご持参くださいませ。

電化製品

持ち物 アドバイス 必要度 Check

ノートパソコン 「写真編集」「旅行の予約」「英語の学習」などで
あれば便利です。 ★★☆

ドライヤー 各部屋に設置 ☆☆☆

充電器 スマホ、パソコン、ガジェットの充電器は忘れず
に！ ★★★

変圧器
フィリピンの電圧は220Vです。スマホ、パソコン
の充電器は220Vに対応されているものがほとんど
ですが、ドライヤーやヘヤアイロンをご持参の場合、
変圧器が必要となります。対応電圧の確認を！

☆☆☆

コンセント フィリピンはマルチタイプのため、日本のプラグが
使用可能となっとります。 ☆☆☆
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3,出国から入国について

①出国手続き

a,チェックイン
出発2時間前には空港に到着しチェックインカウンターで出国手続きをしてください。
※チェックインカウンターは電光掲示板の搭乗する飛行機のところに表示されます。
約2時間前から出国手続きが開始されます。

b,保安検査場
搭乗者のボディチェックと機内に持ち込む手荷物の検査を行う場所です。
持ち込みできないもの
・ハサミ/カッター
・100mlを超える液体物
・飲み物
・バッテリー
など
※持ち込めないものを携行していた場合は没収されます。

c,出国審査
イミグレーションで出国審査後、出国スタンプをもらいます。
自動化ゲートを利用の場合、出国スタンプが省略される場合があります。
※出国スタンプは、病院診察時に必要となります。

d,搭乗口
搭乗口を確認し搭乗時間まで、ラウンジやカフェで時間を過ごしましょう。

e,その他
手荷物で持っていると便利なもの
・ボールペン
・本
・映画をダウンロードしたデバイス
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②飛行中

a,入国審査カード/税関申告書
飛行中に配布されますので、到着するまでに記入しておきましょう。
※書類記入方法は、「 4, 入国・税関申告書の書き方」を確認ください。

③到着

a,入国審査
機内で記入した入国審査カードとパスポート入国審査で質問されることはほとんどご
ざいません。もし入国目的を質問されたら、観光（Sightseeing）とお答え下さい。入
国時は観光で入国し、学校にてSSP（Special Study Permit）を取得します。基本的
には日本人には多くのことを聞いてきませんが英語で質問をされても慌てず単語、単
語の組み合わせでも構わないのでゆっくり話せば大丈夫です。

b,税関
機内で記入した税関申告書を渡し、荷物を開けるよう言われた場合は、慌てずスタッフの指示
に従ってください。

※乗り継ぎの場合

a,マニラ経由
入国審査後、国内線ウイングに移動しましょう。
航空会社によって使用するターミナルは異なります。事前に確認しておきましょう。
※ターミナル移動でタクシーを利用する場合、メーター以外の料金を請求される場合
があります。
※預け荷物を引き取り、再度預ける必要があります。
※乗り継ぎに慣れていない方は、直行便を利用ください。

b,他国経由
出国前に経由空港情報を確認しておきましょう。
韓国、台湾、上海、香港、シンガポール経由でセブに入国可能です。
※乗り継ぎ時間に余裕をもって航空券を購入しましょう
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4,入国・税関申告書の書き方

入国審査カード
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税関申告書
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5,空港からホテルへの送迎

ようこそセブ島へ！
荷物を受け取り、税関を過ぎたら、出口まで進みましょう。
・ターミナル1-国内線…マニラ、クラーク経由など
・ターミナル2-国際線…日本からの直行便、他国経由

1, ホテル運行シャトルバス（無料/事前予約）
「東横INN」のボードを持っている送迎スタッフが、国内線/国際線ともに、出口を出て
すぐにボードを持ってお待ちしております。複数の学校、旅行会社がいますので、慌てず
にスタッフを探してください。

2, 学校スタッフ同行送迎（有料/要事前予約）
「Howdy」のボードを持っている送迎スタッフが、国内線/国際線ともに、出口を出
てすぐにボードを持ってお待ちしております。

・緊急連絡先
-集合場所でスタッフと会えなかった場合
-飛行機に乗り遅れ場合（2,の場合）
-遅延、搭乗便に変更があった場合（2,の場合）
下記、緊急連絡先にご連絡ください。

緊急連絡先
日本人スタッフが対応いたします。

+63-92-9337-7735
※機内モードをオンにしてる場合、電話が使用でき
ませんので、オフにし国際電話を使用できるよう確
認願います。

LINE

※空港では下記、wifiが無料で使用可能です。
但し、簡単な登録が必要です。
「MCIA T1 Free WIFI」「MCIA T2 Free WIFI」
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・集合場所
国際線

International

国内線
Domestic

※ピックアップ無料到着便時間…日曜日：12:00PM～翌12:00 AM 
※空港以外の送迎手配は致しておりません。
※複数のお客様を送迎することもあり、合流後少しお待ち頂く場合がございます。
※空港でのSIM購入は他のお客様を待たせてしまうことになりますので、ご遠慮くださ
いませ。
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6, 到着日から最終日のスケジュール

①チェックイン（日曜日 16時以降）
予約確認書（事前に送付）、パスポートをフロントに提出して、フロントスタッフから
ルームキーを受け取り自室に向かってください。
・チェックイン後：月曜日の集合時間までは自由時間となります。
・月曜日の集合時間：「8:00」1Fロビー集合
※チェックイン：16時以降
※シャトル送迎、学校スタッフ同行送迎は原則、ホテル1Fまでのため、チェックインは
ご自身で対応いただきます。
※入学冊子、事前送付

②入学日（月曜日）

時間 スケジュール

6:30 朝食 6F朝食会場※集合時間までにお召し上がりください。

8:00 ホテル1Fロビー集合、学校へ移動

8:15 書類回収・写真撮影

9:00 オリエンテーション

10:00 実力テスト

11:30 モール案内

12:30 昼食

13:30 授業開始（追加授業申込者のみ）or 自由時間

※新入生の人数によってスケジュールが変更することがあります。
※授業に適した服装で通学、受講願います。「10,服装規定」を確認し遵守願います。
※授業スペースは、Jセンター3Fにあります。
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③授業初日（火曜日）

時間 スケジュール

6:30 朝食 6F朝食会場

8:15 登校 ※授業開始5分前には、着席

8:30 授業開始

12:30 昼休憩

13:30 授業再開

16:20 授業終了

自由時間

※授業は1コマ50分
※授業終了時間は選択コースによって異なる。
※ファミリーコースは昼休憩2時間（11:20-13:30）

④最終授業日（金曜日）
修了式：16:30～
※修了式までは、通常授業

⑤チェックアウト（土曜日）
フロントにてご自身でチェックアウト手続きお願い致します。
空港まではホテル送迎シャトルが無料で運行しております。シャトルの時間が合わない場
合、モール正面にタクシー乗り場があり、すぐに手配可能です。
※チェックアウト：10時まで（10時以降のチェックアウトは追加料金が発生します。）
※帰国時のスタッフ同行送迎サービスは有料となっております。ご希望の方はスタッフま
で、ご相談ください。（要事前予約/空港内にはスタッフが入れませんので、ゲートまで
のお見送りとなります。）
※タクシーで空港に向かう場合、時間帯によってはすぐに手配できない場合があります。
時間に余裕を持って空港に向かいましょう。

15



7, 学校施設案内（Jセンターモール3F）

学校施設は、宿泊施設の東横INN セブと同じ
建物の「Jセンターモール3F」にあり、エレ
ベーターを使用し安全・快適に通学いただけま
す。モールには、100以上の店舗が営業してお
り、大型スーパーマーケット、レストラン(日
本食店あり)、銀行(ATM あり)、両替所、コン
ビニ、美容室など、留学生活、海外旅行初心者
でも安心、便利な環境となっています。また、
学校内は常に清潔に保たれ、快適に授業を受講
いただけます。
J Centre Mall
https://www.facebook.com/jcentremall/?r
ef=page_internal

・マンツーマンブース
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完成予定（パース） 完成予定（全体）

玄関 レセプション＆オフィス

ラウンジ その他施設

・共有スペース



・Jセンターモール ※100以上の店舗が営業

フードコート 3F
（10店舗以上あり）

Tao Yuan 2F
（中華料理店）

呑ん気鉄板焼き 2F
（日本食店）
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ジョリビー 1F
（ファーストフード）

watsons 1F
（薬局）

BO’S COFFEE BF
（カフェ）

セブンイレブン BF
（コンビニ）

Relaxation BF
（マッサージ店）

Save more 1F
（スーパーマーケット）

DONNA 1F
（美容室・日本人経営）

ATM 1F
（国際キャッシング可）

両替所 1F
（モール内3箇所あり）



8, 宿泊施設案内（東横INN セブ）

セブでも便利なロケーションに位置する東横
INN セブは、最適な滞在先で、星の数3と評価
されており、お部屋にはエアコン、薄型テレビ、
セーフティボックス、冷蔵庫、専用バスルーム
（バスタブ、無料バスアメニティ付）が備わり
ます。一部のお部屋には簡易キッチン、電子レ
ンジ、ダイニングテーブルが付いています。ま
た、フロントデスクは24時間対応で、周辺の観
光情報の案内、その他のニーズへの対応をして
います。
Toyoko-INN Cebu
https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00258

・宿泊施設
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セキュリティーボックス バスルーム



9, 通学路
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LOWER GRAND FLOOR
地下1階

TOYOKO-INN ENTRANCE
東横イン⼊⼝

TAXI STOP
タクシー乗り場

PARKING SPACE
駐⾞場

PARKING SPACE
駐⾞場

PARKING SPACE
駐⾞場

ESCALATOR
エスカレーター

ELEVATOR
エレベーター

MALL ENTRANCE
モール⼊⼝

Howdy English Academy

FOOD COURT
フードコート

MOVIE THEATER
映画館

CONVENTION HALL
コンベンションホール

GOLD’S GYM
ゴールドジム

3RD FLOOR
3階

ELEVATOR
エレベーター

ESCALATOR
エスカレーター

A
. S. FO

R
TU

N
A ST

A.S.フ
ォ
ー
チ
ュ
ナ
通
り

1, 東横INNホテル（赤丸）を出て、左手側道を通りエレベータ（青丸）へ
2, 学校施設のある3Fまで上がり
3, エレベータを出て右手すぐに「Howdy English Acadey」がございます。
※10:00以降であればエスカレータを利用し、ホテルまで
戻ることが可能です。

※雨の日でも濡れることなく通学が可能です。
※モール営業時間：10:00～20:00（2021年6月時点）

通学方法
モールオープンが10時のため、青丸の
専用エレベーターから登校していただきます。



10, 服装規定

GOOD:

BAD:

・袖のあるTシャツ、ブラウス
・膝がかくれる長さのボトムス
・スニーカー
・かかとを留められるサンダル
（クロックスは可。但し、かかとを留め
て着用ください。）

・袖のない服、露出の多い服
・膝が見える丈のボトムス
・かかとを留められないサンダル、ビー
チサンダル
・パジャマ、スウェット
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11, アクティビティ

アイランドホッピング
開催日：土曜日 8:30出発

（月1,2回開催）
参加費： 5,500ペソ ～ 2,500ペソ

離島に上陸、島内散策、内容は様々

離島ボランティア
開催日：土曜日 8:30出発

（月1,2回開催）
参加費： 4,500ペソ ～ 3,500ペソ

NGO団体 Go shareが案内します。

新型コロナウイルス発生前の出発時間・料金となっております。

アクティビティ・スケジュール

※学校主催アクティビティは参加人数によって金額が変動します。
※学校スタッフはアクティビティに同行いたしません。
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 スケジュール 

9：00 マクタン島から出航 

10：30 

 

離島≪パンダノン島≫到着 

現地にてアクティビティ＆スタディツアー ス

タート！ 

・ローカルの村エリア見学 

・「海岸線＆島のクリーンナップ大作戦！」 

ランチ☆ホワイトサンドビーチでリラックス

♪ 

などなど・・・ 

14：30 帰路へ 

16：00 マクタン港着 

 

 

なぜゴミのポイ捨てはよくないのか・・・離島に住む子どもたちは環境教育を受

ける機会があまりないため、ゴミをそのまま捨ててしまうことが多いです。海と

ともに生きる彼らに、島をどう大切にすべきかを伝えるボランティアにぜひご参

加ください！ 

 
E-mail:seamonkey.adventure.
services@gmail.com 
TEL: 09771441593/09321077251 

(English/Cebuano) 
09771441384 (Japanese) 

 

 
お１人様 

２５００P 

 

Ｐ 

ジンベイウォッチングツアー
開催日：土曜日 4:30出発

（繁忙期、月1,2回開催）
参加費： 8,700ペソ ～ 5,500ペソ

スミロン島シュノーケリング付き！



12, その他必要費用

その他、留学生活で必要な費用は、下記の通りです。

項目 金額 備考

SSP（Special Study Permit） 6,500ペソ 特別就学許可証

SSP申請用写真 100ペソ

学生ID発行費用 300ペソ

ビザ延長費用/4週間までの滞在 無料 入国日から30日間無料

/5～8週間の滞在 4,000ペソ～ 31日～59日滞在の場合

夕食費用（1食）
/モール内フードコート&屋台 100ペソ～ 20店舗以上あり

/フィリピン料理レストラン 200ペソ～ モール内に数店舗あり

/ファーストフード 100ペソ～ 人気No.1は、「ジョリビー」

生活用品費用（4週間分） 約1,000ペソ アメニティーはお部屋にあり

アクティビティ費用 3,000ペソ～ 学校開催は毎週土曜日

洗濯費用（3kg） 120ペソ Jセンターモール内ランドリー

リゾートホテル宿泊費用（1泊1室） 4,000ペソ～ 時期により金額変動

帰国時空港までのタクシー代 約400ペソ 渋滞を考慮した金額

＊外出時の移動について＊
タクシー
白タクシー：初乗り40ペソの一般的タクシー
黒タクシー：初乗り50ペソの白タクシーより大きく綺麗な車両を使用
黄色タクシー：初乗り80ペソのエアポートタクシー
※おつりを用意していないドライバーがほとんどです。乗車時は小さいお金を用意しま
しょう。
Grab
車両配車アプリ「Grab」は、事前に目的地や運賃が決まっており、
クレジット決済も可能です。タクシーより安全性が高いので、
当校では、「Grab」の利用を推奨しています。
渡航前にダウンロードしてくることをお薦めします。
ローカルの公共交通機関
料金はローカル価格ですが、窃盗、事故などのトラブルが多いため、使用はお薦めしてい
ません。 22



Jセンターモールのおすすめ
レストラン

All Season Taiwan Bakeshop（パン屋）
セブでは珍しいあんぱんを売っているパン屋。ほとん
どのパンが30ペソ～40ペソで買えます。Buy2Take1
で、2個買うと1個無料の嬉しいサービスも。
・あんぱん…35ペソ
・ハム＆エッグ…38ペソ

フードコート
シシグやレチョンなどのフィリピン料理のほか、ラー
メン、コーヒーなど色々なものが、その場所で楽しめ
ます。
おすすめ
LowCal Salad+ Wraps（サラダ 軽食）
・チキンシーザーサラダ・・・165ペソ
・ツナ＆トマトラップ・・・95ペソ

呑ん気 鉄板焼き（日本料理）
高級志向の鉄板焼きレストラン。寿司、刺し身、天ぷ
らなども楽しめます。
◆Lunch
・ビーフ鉄板焼ランチ…480ペソ
・ポーク鉄板焼ランチ…350ペソ
◆Dinner
・鉄板焼（リブアイ/和牛）…900ペソ
・寿司（まぐろ）…120ペソ

Tao Yuan（中華料理）
小籠包、海老餃子から大皿料理まで、 メニューの種類
が豊富な本格シーフード中華レストランです。
◆Lunch
・小籠包…130ペソ
・カニ焼売…150ペソ
◆Dinner
・エビとブロッコリーの炒めもの…348ペソ
・シーフード炒飯（小）…298ペソ

23



Jセンターモール近郊のおすすめ
レストラン

浜風（ラーメン）
ラーメン以外にも、おつまみのメニューなど豊富。本
格的なダシが効いたスープで人気のお店。味は濃い目
なので、お酒を召し上
・醤油白湯ラーメン...330ペソ
・浜風餃子...180ペソ
タクシー：約5分

リコズ レチョン（フィリピン料理）
フィリピンで初めてスパイシーレチョンを販売したお
店として有名なレストラン。レチョンは250gから注文
可能。
・スパイシーレチョン...330ペソ
・シニガンスープ...275ペソ
タクシー：約10分

松之家（日本料理）
お祭りのような雰囲気のメニュー豊富な日本居酒屋。
カウンター席や単品メニューもあるので、1人でも気軽
に楽しめます。
・鶏の唐揚げ弁当...330ペソ
・名物！ちゃんどん...280ペソ
タクシー：約3分

Tavolata（イタリア料理）
味・雰囲気の良さで有名なAbacaグループのレストラン。
パスタが人気。1品の量は少し多めなので、色々食べて
みたいときは、2人以上でいくのがおすすめです。
・アラビアータ...520ペソ
・マルゲリータピザ...525ペソ
タクシー：約5分

※タクシーの時間は渋滞時間を考慮しておりませんので、渋滞の場合、プラス
10分～30分かかる場合もあります。
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13, よくある質問

①授業・学校について
Q,7コマ以上、授業受講できませんか？
最大受講可能コマ数は7コマまでとさせて頂いております。
Q,グループレッスンは受講できませんか？
マンツーマン授業のみ受講可能となっております。
Q:講師の変更は可能ですか? 
水曜日の午前中までにアドバイザー(担任)に報告いただければ対応させていただきます。
但し、複数の講師変更や繁忙期などは、ご希望にお応えできない場合もございます。
Q,通学は安全ですか？
学校施設は、宿泊施設と同じ建物「Jセンターモール」にあり、エレベーターを使用し安
全・快適に通学いただけます。
Q,申込み制限はありますか？
渡航時18歳以上（高校生不可）からの受付となります。また、60歳以上の場合は、緊急
連絡先となる身内がいない場合、お申し込みいただけません。

②ファミリーコースについて
Q,子どもの受け入れは何歳からでしょうか？
渡航時6歳からとなっております。
Q,子どもだけ授業を受けることは可能でしょうか？
親御様にもお子様と同じ授業数を受講いただいております。
Q,祖父母と孫、伯父/叔母と甥/姪で親子留学コースに申し込み可能でしょうか？
お申し込み可能です。但し、渡航前に在日フィリピン大使館で事前認証手続きが必要とな
ります。また、入国時に、WEG申請(Waiver of Exclusion Ground)と申請費用の支払い
が必要です。
Q,託児所、ベビシッターサービスはありますか？
当校では上記サービスを取り扱っておりません。
Q,子どもが遊ぶ施設はありますか？
モール内に大きな野外プールがあります。日本のような公園はセブになく、お子様が安全
に走り回れる施設は、リゾートホテルやビーチとなっております。
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③校則について
Q,門限はありますか？
門限はありませんが、深夜の行動、特に1 人での行動は事件事故に巻き込まれる可能性が
高くなりますので、モラルある行動をしていただくようお願いします。
Q,授業はどんな服装でも受講できますか？
服装規定がありますので、「10,服装規定」をご確認くださいませ。
Q,外泊は可能ですか？
可能です。但し、平日（授業のある日）の外泊は、授業に影響しますので、お薦めいたし
ません。また、病欠以外の授業欠席は認めておりません。
Q,飲酒・喫煙は校内で可能でしょうか？
校内での飲酒・喫煙は禁止となっております。
飲酒はレストラン、もしくは自室、喫煙は喫煙所で必ずお願いします。
※喫煙所以外での喫煙は罰金を課せられる場合があります。

④ホテル・送迎・近隣環境について
Q,チェックイン・チェックアウト時間は何時ですか？
チェックイン：日曜日16時以降
チェックアウト：土曜日10時まで
※手続きはご自身で対応いただきます。
Q,平日にチェックインはできますか？
原則、チェックインは日曜日とさせて頂いております。
※入学日：月曜日（月曜日が休校日の場合は火曜日）
Q,到着日、空港からホテルまでの送迎手配は学校がしてくれますか？
下記、2通りで送迎可能となっております。（要予約）
無料:ホテル送迎シャトル 有料:学校スタッフ同行送迎
Q,帰国日、ホテルから空港までの送迎手配は学校がしてくれますか？
空港まではホテル送迎シャトルが無料で運行しております。シャトルの時間が合わない場
合、モール正面にタクシー乗り場があり、すぐに手配可能です。
Q,ホテル近隣に深夜でも買い物できるとこはありますか？
モールBFに「セブンイレブン」がありますが、日本とは違い品数は少ないです。
Q,ホテルにATM、両替所はありますか？
モール内にATM・両替所があります。
Q, フィリピンの治安が心配です。
日本と比べると治安が良くない場所もありますが、そういった場所は避け、日本ではない
と自覚いただき、大胆な行動をしなければ快適な留学が可能です。
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⑦アクティビティについて
Q,学校でアクティビティはありますか？
毎週土曜日に開催しております。
※学校スタッフは同行いたしません。
Q,個人的にアクティビティを予約していただけますか？
当校が安全確認できている業者であれば、予約代行させていただきますが、それ以外は、
ご自身で対応いただいております。
Q.レンタカーサービスはありますか？
当校が使用している業者でよろしければ、手配させていただきます。その際、フィリピン
の携帯番号がないと借りることは出来ません。
※セブのレンタカーは、ドライバーがセットになっています。

⑥航空券・海外旅行保険について
Q,航空券・海外旅行保険は学校が手配してくれますか？
お客様ご自身で手配いただいております。
「1,渡航準備」を参考にご購入くださいませ。
Q,日本→セブの直行便が満席でした。どうすればいいでしょうか？
安全を考え、日本→セブの直行便をお薦めさせていただいておりますが、満席の場合は、
マニラ、韓国、台湾、香港経由などをご購入くださいませ。
Q,クレジット付帯の海外旅行保険でも問題ないでしょうか？
問題ありません。但し、利用付帯、自動付帯などの条件をよくご確認くださいませ。
また、親子で留学の場合、お子様分も付帯されているかご確認くださいませ。

⑦病気について
Q,病気になった場合どのような対応をしていただけますか？
日本人医療専門通訳が滞在している病院を案内させていただきます。（土曜午後、日曜日
休診）病院まで学校スタッフが付き添う場合の、交通費はお客様負担とさせていただきま
す。
※入院する場合、学校スタッフは付き添い致しかねます。
Q,病気になった場合、学校で薬はいただけますか？
学校で薬は用意いたしておりません。ご自身でご用意お願いします。
※絆創膏、消毒液などは用意いたしております。
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14, 所在地

ホテルの帰り方
タクシードライバーには

「Toyoko INN」もしくは、「J Centre Mall」
とお伝えください。

安全のため、ホテル、モール入口での乗降をお願い致します。

SM City Cebu：15分
アヤラモール：15分

マクタン・セブ国際空港：20分
リゾートホテル：40分

※上記時間はタクシー移動、渋滞を考慮しておりません。

Howdy English Academy
J centre Mall, 165 A. S. Fortuna St, Mandaue City, 6014 Cebu
☎032-268-4701
東横INN セブ
J centre Mall, 165 A. S. Fortuna St, Mandaue City, 6014 Cebu
☎032-255-1045
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マクタン・セブ国際空港から20分、セブ市内中心部へは15分の場所に位置し、リゾー
トホテルまでも40分と、どこに行くにも便利なロケーションとなっております。また、
日本人医療通訳が常駐する病院までも10分と初めての留学でも、安心・安全にご滞在
いただける環境となっております。


