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フィリピンの基本情報

フィリピンは、美しい自然と明るい笑顔が優しく迎えてくれる【ほほえみの国】です。

フィリピンという国を少しでもわかってもらうために、フィリピンの基本情報や現地生活について、

こちらのガイドブックをご覧ください。

もし、わからないことがございましたらGlobal Dive まで、お気軽にお問合せください。

国名

国土面積

首都

主要空港

人口

時差

宗教

気候

通貨

フィリピン共和国

299,404 平方キロメートル

約 7,000 の島々がある

マニラ

マニラ　ニノイ・アキノ国際空港

セブ・マクタン空港

約 9,401 万人

日本の 1時間遅れ

国民の 82％がカトリック、その他キリスト教が

10％、イスラム教は 5％

熱帯性気候。年間平均気温は 26～ 27℃

雨季 6月～ 11月　乾季 12月～ 5月

※地域によって異なります

ペソ（1ペソ＝約 2.3 円）

約3,000km
約８～１０時間
（途中乗換あり）

日本からイロイロまでの直行便がないので、どこかで一度乗り継いで行く必要があります。（ P4 参照 ）

治安は比較的良好ですが、軽犯罪には要注意！夜道の 1人歩き、人混みなどでのスリには注意しましょう。スマートフォンや

財布などの貴重品は自己管理を徹底してください。
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イロイロについての情報

イロイロは、中都市で落ち着いた雰囲気の街です。

現地の方々も優しく、温かい方が多いんです。落ち着いていて、

のどかな雰囲気の都市で勉強に励みたい人にピッタリ！

City of Love ！「愛が溢れる街」イロイロ！

ASEANやAPECの会議がフィリピンで開かれた時に、イロイロは、

マニラやセブに並んで会議が開かれた都市なんです。大きなホテ

ルやモールなども続々と建設中。今、急成長中の都市です！

イロイロは経済が急成長中の都市！

約 30の大学が集まる学業都市でもあるイロイロはとても住みや

すく、フィリピンで「最も住みやすい街ランキング」第一位に輝

きました！治安も良いので安心して滞在することが出来ます。ま

た、世界で最も甘いマンゴーの産地として有名な「ギマラス島」や、

世界一のビーチに選ばれた「ボラカイ島」などにも行くことが出

来ますよ！

フィリピンで住みやすい都市NO.1 ！



スケジュール

それぞれのフライトで到着（イロイロ空港）

午前：オリエンテーション
午後：シティツアー・現地ボランティアとの交流
夜：懇親会

午前：マンツーマン英会話
午後：大学訪問・現地大学生と交流

午前：マンツーマン英会話
午後：ごみ処理場の視察
夜：英語と日本語の 2か国語でその日の感想を発表

午前：マンツーマン英会話
午後：先住民コミュニティ訪問・作品作り体験

午前：販売場所の視察
午後：プレゼン発表（英語でチャレンジ）

午前：フェアトレード実践販売
午後：フリータイム

午前：現地の子供たちとマングローブ植林ボランティア
午後：現地の子供たちとフリータイム、ギマラス島散策

日本帰国

午前：フリータイム
午後：発表会

午前：世界遺産のオプショナルツアー
午後：懇親会

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

シェアハウス・ゲストハウスへ宿泊

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4

DAY 5

DAY 6

DAY 7

DAY 8

DAY 9

DAY 10

DAY 11
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シェアハウス・ゲストハウスについて

フィリピンに行っている間は、LOOBのシェアハウスや、
現地のドミトリーに滞在します！
共同生活が中心になりますので、まわりを思いやるような
生活を心がけましょう (´･ω･)(･ω･｀)
また、ボランティアプログラム中は団体行動が多くなります。
LOOBさん・ダイブ担当者の指示には必ず従ってください。



ツアー代金

航空券　　60,000 ～ 70,000 円

保険　　　4,920 円（たびほ保険加入の場合）

お小遣い　20,000 ～ 30,000 円

パスポート・ビザ・渡航について

パスポート

ビザ

渡航について

航空券

帰国時まで有効であることが必要です。

滞在が 29日以内なら必要なし。 30 日以上は、イロイロ市の入国管理局でビザを取得できます。

ただし、30日以内の帰国チケットが必要です。

イロイロ現地集合です。

LOOBで推奨する日本 ⇔ セブ・マニラ ⇔ イロイロの便を各自手配してください。

それ以外の便を利用したい方はご相談下さい。（不慣れな方にはGlobal Dive がサポートします）

04

航空券は LOOBさん指定 【成田からセブ・マニラ経由でイロイロへ】

キャンセルポリシー
第 7条（本契約の解除）

申込者は、本契約の解除を当社に Eメールを含む書面にて通知するとともに、以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。

1. プログラム開始前

a. 開始日より 29日以上前の解除：無料　　　b. プログラム開始日より 28日～ 11日前まで： 20,000 円（税込み）

d. プログラム開始日より 10日～ 4日前まで： 50,000 円（税込み）　　e. プログラム開始日 3日前から：全額

申込みの取り消しに伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払したとき、

申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。

2. ボランティアプログラム開始後・返金手続き

ボランティアプログラム参加後のキャンセルはいかなる理由であっても返金されませんのでご了承下さい。

フィリピンへの入国には
必ず復路のチケットが必要です！
忘れずにご手配ください！！

◆ 2019 年 9月 8日（日）往路

　《 セブ経由の場合 》

　　　　フィリピン航空 PR431　

　　　　　　　　成田  09:35　セブ  13:30

　　　　  フィリピン航空 PR2145　

　　　　　　　　セブ 16:20   イロイロ  17:15

　《 マニラ経由の場合 》

　　　　フィリピン航空 PR431　

　　　　　　　　成田  09:30　セブ   13:35

　　　　  フィリピン航空 PR2145　

　　　　　　　　マニラ  16:55　イロイロ   18:05

◆ 2019 年 9月 18日（水）　復路

　《 セブ経由の場合 》

　　　　  フィリピン航空 PR2385　

　　　　　　　　イロイロ  11:50　セブ  12:40

　　　　　フィリピン航空 PR436　

　　　　　　　　セブ 14:50   成田  20:30

    《 マニラ経由の場合 》

　　　　  フィリピン航空 PR2142　

　　　　　　　　イロイロ  10:05　マニラ   11:10

　　　　　フィリピン航空 PR432　

　　　　　　　　マニラ  14:40　成田   20:10



ESAP プログラムお申込方法

参加ご希望の方は、Global Dive の担当者までお問合せください。
今後の流れについてご説明いたします。

STEP 1　ガイドブック

STEP 2　申込み

STEP 3　申込金

STEP 4　航空券

STEP 5　渡航準備

申込締切りは？

　　第 1次締切： 2019/7/31

　　第２次締切： 2019/8/16

　　※ ただし、定員になり次第、締切ります。定員に達しない場合は、

　　　チケットがとれる限り、受け付けます。

お振込み金額

　　　123,120 円　（ 114,000 円＋税 ）

振込先は？

　　みずほ銀行（普通）

　　　口座番号： 4632273

　　　口座名義：カ）ダイブ

振込先の情報

　　　社名：株式会社ダイブ

　　　住所：東京都新宿区新宿 3-1-13 京王新宿追分ビル 9F

　　　電話： 03-5657-3030　FAX： 03-5657-3031

請求書の振込期日までにお振込みをお願いいたします。

日本 ~マニラ or セブ～イロイロの往復チケットを手配下さい。
LOOBが推奨する便は P4をご確認ください。

渡航案内書＆持ち物表をメールします。参加者決定者で LINE グループも
作成しますので、積極的に事前交流していただけます。
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持ち物チェック表

預ける荷物は２５キロ以内に、手荷物は７キロ以内に。
（航空会社の重量制限をご確認下さい）カバン

①パスポート

②国際航空券

③財布（現金）

④海外旅行保険証

⑤携帯電話など

ロッカーのカギ

洗顔／お風呂セット

バスタオル／タオル

帽子

Ｔシャツ
長ズボン／短パン

寝巻

長袖

クロックスやサンダル

折り畳み傘
／レインコート

水着

サングラス

日焼け止め／虫よけ

お土産／日本食／ネタ

電子機器類

ティッシュ／携帯用
トイレットーペーパー

ビニール袋

ハンガー＆洗濯ばさみ

海で遊べるもの

パスポートはコピーを 1枚、ご持参下さい。
１～ 5は貴重品袋に入れて、一つにまとめてください。
シェアハウスのロッカーをご利用頂けます。
（持参するお金は、１万円札１枚より1,000 円 10枚の方が
両替の融通がききます）

忘れた方は LOOBで 100 円程度でレンタル可能です。

シャンプーや石鹸は、現地でも購入できます。

大１、小２ぐらい

暑さ対策に、帽子は必ずお持ち下さい。

ジーンズや短パンのラフな格好でOKです。ESAP 参加者に
イロイロ Tシャツを 800円で販売中♪

パジャマより、部屋宜などリラックスできる服。

飛行機内は激寒です :;(∩´へ `∩);: パーカーや薄めの長袖服。

ビーチにも行くので、あると便利です！

6~12 月の雨季は、折り畳み傘を必須でお願いします。
3~5月は乾季で日差しが強いので傘があると便利です。

ビーチに行く日もあります！海なら TシャツでもOK♬

日差しが強いのであると便利。

虫よけスプレーやかゆみ止めクリームなど。

先生や現地ボランティアに、記念になる小さなものがあると
喜ばれます。大人数に少しずつ配れるものがオススメ。

音楽プレーヤー、ドライヤー等は 110～ 240Vのものであれば使用可。

公共の場にないことが多いです、常に携帯するようにしてください。

貴重品

洗面具

衣類

その他
＆
あると
便利
グッズ

濡れた服などを入れるのに、数枚あると便利。

ハンガー数本、下着も干せる洗濯ばさみ付きハンガーが便利★

水中眼鏡やシュノーケルなど。
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フィリピンの物価に関して

フィリピンの通貨はペソと呼ばれています。
物価は日本の 3分の 1程度です。参考までにフィリピンで購入可能な日用品の値段を紹介いたします。

【 生活用品 】

【 食事 】

【 その他 】

シャンプー・リンス【パンテーンなどの国際ブランド】

石鹸【おすすめパパイヤ石鹸！】

コンタクト洗浄液

歯ブラシ【毛先が小さいのは日本でしか売っていないので要注意】

髭剃り

生理用品

トイレットペーパー 12ロール

ローカルの屋台【衛生面には注意しましょう】

ローカルレストラン

日本食レストラン

スターバックス【カフェラテ】

マクドナルド【ビックマック】

600ml ミネラルウォーター

コーラ【瓶】

ビール

タクシー【初乗り】

マッサージ【1時間】

乗合バス

衣類【I Love Cebu などの Tシャツ】

水着　※ローカルのマーケット

スマートフォン　【フィリピンブランド】

品目 ペソ 日本円

₱ 200

30

50

300

50

100

140

₱
₱
₱
₱
₱
₱

30

100

300

130

199

10

30

₱
₱
₱
₱
₱
₱
₱
₱

40

300

7

300

200

2,000

₱
₱
₱
₱
₱
₱

￥400

￥60

￥100

￥600

￥100

16

￥200

￥280

￥60

￥200

￥600

￥260

￥398

￥32

￥20

￥60

￥80

￥600

￥14

￥600

￥400

￥4,000

品目 ペソ 日本円

品目 ペソ 日本円

01
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渡航準備  【パスポート・ビザ①】

パスポートを申請する際には原則、一般旅券発給申請書、戸籍謄抄本、写真、印鑑が必要となります。

各地域により異なる場合も御座いますので、申請する際には確認をお願いします。

パスポートの発行まで、約 7日～ 10日程お時間が掛かるので、余裕を持って申請しましょう。

※お住いの近くのパスポートセンターで申請が可能です。

　 申請場所がわからない場合には弊社までご連絡ください。

フィリピン留学は、渡航前に日本でビザを申請する必要がありません。

旅行で渡航する際と同様に観光ビザで入国します。

入国審査時に入国目的を留学としてしまうと留学ビザが必要になってしまうので、必ず観光の所にチェックを入れて下さい。

パスポートの残存有効期間は、滞在期間＋6ヶ月間必要になりますので必ずご確認下さい。

また、入国の際には、フィリピンを出国する航空券を提示しないと入国が出来ませんので必ずご準備下さい。

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

5ヶ月目

6ヶ月目

7ヶ月目

８ヶ月目

9ヶ月目

10ヶ月目

11ヶ月目

12ヶ月目

13ヶ月目

延長料金

なし

3030

7300

2330

2330

2330

3740

3740

3740

3740

3740

3740

3740

3740

3740

3740

累計料金

なし

3030

10330

12660

14990

17320

21060

24800

3740

3740

3740

3740

3740

3740

3740

3740

延長料金

なし

3030

7800

2830

4240

4240

4240

4240

4240

累計料金

なし

3030

10830

13660

17900

22140

26380

30620

34860

1 ヶ月毎の更新 2ヶ月毎の更新

パスポートについて

ビザについて

ビザ料金表

14 ヶ月目

15ヶ月目

16ヶ月目
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渡航準備  【お金・保険】

お申込みはこちらのサイトから ▶

傷害死亡

傷害後遺傷害

疫病死亡

治療・救援費用

緊急歯科治療

個人賠償責任
（自己負担額なし）

携行品損害
（自己負担額なし）

航空機寄託手荷物遅延
（定額払型）

弁護士費用等

テロ等対応
（日額）

基本保険料
（合計保険料）

保険料節約プラン おすすめプラン

1000 万円 3000 万円

1000 万円 3000 万円

1000 万円 1000 万円

1000 万円 5000 万円

10万円 10万円

1億円 1億円

30万円 30万円

1万円 1万円

100万円 100 万円

1万円 1万円

4,920円 6,120 円

保
険
金
額
（
ご
契
約
金
額
）

航空機遅延
（定額払型）オプション なし

STEP01　旅行申込目的を選択　

　⇒　観光

STEP02　年齢

　⇒　自分の年齢を入力

STEP03　旅行期間・旅行先

　⇒　旅行期間： 11日間

　⇒　旅行先：その他アジア

詳細見積もり／申込

ご出発日（保険始期）は

いつですか？

　⇒　2019/9/8

ご帰宅日（保険終期）は

いつですか？

　⇒　2019/9/18

お客様（ご契約者 ）が

お申込みされるのは

どのようなご契約ですか？

　⇒　お一人様のご契約：

お客様ご自身が

保険の対象となる契約

ご旅行される方（被保険者）

の年齢は？

　⇒　自分の年齢を入力

重要なご質問

　⇒　内容を確認してから

【 すべて「はい」 】 

申込み方法
保険料カンタン試算・お申込みより

※ お支払いは『 クレジットーカード 』のみのお取扱いとなっております。
お持ちでない方は、Global Dive までお問合せ下さい。また保険のお申し込みは 8/20 までにお済ませ下さい。
09

▲ スマートフォンサイト



渡航準備  【お金・保険】

① パスポート番号　
② 姓 / 名字　③ 名前　④ ミドルネーム
⑤ 生年月日　⑥ 国籍　⑦ 性別
⑧ 現住所
⑨ フィリピンでの滞在先住所、施設名　※1
⑩ 連絡先電話番号 / メールアドレス
⑪ 職業
⑫ 個人 ID番号（なければ空欄）
⑬ 便名 ( 入国時）
⑭ 出発空港
⑮ ACR－I カード番号（なければ空欄）
⑯ 渡航目的　※2
（休暇 (バケーション )／会議／教育・トレーニング／公式ミッション／
医療／ビジネス／帰国／雇用／OFW／宗教／その他）

⑰ 署名
⑱ 到着日
※1 ⑧滞在先の施設に関する住所を記入して下さい。
※2 必ず 「休暇」 にチェックしてください。

① 姓・名・ミドルネーム
② 性別　　③ 生年月日 ( 月 日 西暦 )
④ 国籍　　⑤ 職業
⑥ パスポートナンバー　⑦ パスポート発行日、発行地
⑧ フィリピンでの住所 (ホテル名 )　⑨ 現住所
⑩ 到着便名　⑪ 搭乗空港名　⑫ 入国日
⑬ 訪問目的 ( 必ず Tourismにチェック )
⑭ 同伴する家族の人数
⑮ 荷物個数　⑯ 所持品の申告
1: 生きた動物、植物、魚、それらの加工品を所持していますか？

2: 10,000 ペソ以上のフィリピン紙幣、硬貨、小切手、郵便為替

　その他フィリピン銀行が発行したペソに替えられる金券を所持していますか？

3: 10,000US ドルまたは相当額を超える外貨 (トラベラーズチェックも含む )を

　所持していますか？

4:  輸入禁止商品 (鉄砲、もしくはその部品、弾薬、ドラッグ、規制薬品 )

または輸入制限品 (VCD、DVD、通信機器、トランシーバー )を所持していますか？

5:  販売目的の宝石、電化製品、広告宣伝用商品、商品の見本を所持していますか？

⑰ 本人のサイン　　⑱ 出国日

① 
②
③
④
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フィリピンでは主に、タクシー・ジプニー・トライシクルの 3つが一般の方が利用する交通手段となっております。
基本的には、ジプニー・トライシクルは利用せず、タクシーでの行動を心掛けましょう。
※タクシー乗車時には、必ずメーターが回っていることを確認し乗車してください。

よく、タクシーに財布を忘れた・スマートフォンを忘れる学生が多くいらっしゃいます。
タクシーから降りるときは必ず忘れ物がないか確認してから降りるようにしてください。

タクシー

ジプニー（乗合バス）

トライシクル（バイクタクシー）

トライシクルは目的地まで値段交渉して乗車します。
近距離の移動など、タクシーを使うまでもない時に利用する人が多い
です。
タクシーが走っていないクラーク地方に留学する方は乗る機会が多い
と思います。外国人と分かると、少し高い値段を言われるので乗る前
に必ず値段を聞いてから乗車しましょう。

タクシーはメーター制で 40ペソ ( 約 100 円 ) からメーターが
スタートします。※空港のタクシーのみメーターを使わず、交渉の
事が多いで、事前に値段を確認してから乗車してください。
フィリピンではタクシードライバーが十分なお釣りを用意していな
いことが多いです。 500 ペソ以上の高額紙幣で支払うと、お釣りは
ないと言われることが結構な頻度であります。 そのため、タクシー
に乗る際は、細かいお金を用意しておきましょう。

ジプニーは約 10ペソ (24 円 ) で目的地へ行く事が出来ます。
※距離により、料金は変動します。
安く、手軽に乗ることが出来ますが、バス停などはなく窓ガラスに
書いてある番号を見て、自分の行きたい場所に行くかを判断しなけ
ればいけません。初心者が判断することは難しいのと、タクシーに
比べると安全性は欠ける為、セブ・マニラでは乗車しないようにし
ましょう。

現地生活に関して  【交通編】
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現地で換金・お金を引き下ろす方法は下記のとおりです。
①ショッピングモールで両替    ②ATMでのキャッシング
もし、フィリピンでATMの利用を考えている場合には、必ず対応しているかどうかを事前に銀行・カード会社に
確認しましょう。基本的には PLUS マークがついていれば海外で使用可能となっております。

留学生が 1番利用する両替場所は、現地のショッピングモール内にある
両替所。現金を窓口で渡し、その場でペソを受け取ります。

街中にある換金所と比較し、レートはやや落ちる場合が多くなりますが、
買い物中に必要な分をすぐ両替でき便利なため、よく利用する学生さんが
多いです。
その他には、空港、銀行、ホテル、また語学学校でも多少の金額であれば
両替を取り扱っていることもあります。（要確認）
どこで両替すべきか迷われると思いますが、その時々の状況にもよるので
ここが絶対レートがいいという断言はできません。
一般的に日本と同様にフィリピンでも空港でのレートはあまり良くない
ので、できる限り市内で両替をする方がお勧めです。
また学校のスタッフが為替レートの良い両替場所を知っていることもある
ので、是非聞いてみましょう。

① 両替

ショッピングモール内換金所

空港内換金所

① ATM
国際キャッシュカード、クレジットカードのキャッシング機能を使って、
現地でお金を引き下ろすことが可能です。ATMはショッピングモール内
や街の中にたくさんあります。海外でも引き下ろすことが出来るか、
各カード会社に必ず確認をしてください。

① キャッシュカードを挿入
② PIN( 暗証番号 ) を入力
③ エンター

④ 右上にある、
「WITH DRAW CASH」を
押す。

⑤ 「SAVING (SA）」を押す ⑥ 引き出したい金額を入力
（最大 10,000 ペソまで引出
可能、手数料は 200 ペソ）

現地生活に関して  【お金編】
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現地滞在中は必ず機内モードにしてください。各学校にはWifi スポットもあります。
また、日本よりWifi が繋がる場所が多くあります。(カフェやレストランなど )
ただ、速度に関してはあまり期待が出来ません。もしどうしても高速通信のWifi が必要であれば、
現地でポケットWifi をレンタルしましょう。

① 日本の携帯電話をそのままフィリピンで使用する場合
国際料金が発生しますので、携帯電話を機内モードに設定し、Wifi のみを
ONにして使用して下さい。
Wifi を繋いだ状態で、スカイプや LINE 等のインターネット無料電話を使い
日本に居る家族や、友達と連絡を取っている留学生がほとんどです。
Wifi のみの使用ですと、料金は一切発生致しませんので、ご安心ください。

② フィリピンの携帯電話を購入する場合
フィリピンで携帯電話を購入の際は、身分証明等は必要ありませんので
ショッピングセンター等の携帯電話ショップで購入し、すぐ使い始める事が
出来ます。
フィリピンには、3社 (SMART, GLOBE, SUN) 携帯電話通信会社があり、
プリペイドカード方式となっているので、使用したい金額分だけチャージす
る形となっています。ちなみに、シムカードは 40ペソ、携帯本体は、安い
機種ですと約 2,000 円で購入が可能です

① Wi-Fi モードをONにする。
（必ず機内モードはONのままでWi-Fi を
ONにしてください。）

② ネットワークを選択…のところに
各ネットワーク名が表示されるので
指定されたチャンネルを選択。

③ パスワードを入力後、画面左上に
Wi-Fi マークが点灯していれば、無事に
インターネットにつなぐことができた
ことになります。

Wi-Fi のつなぎ方

携帯電話の使用方法に関して

現地生活に関して  【通信編】
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① 飛行機が飛ばなかった際の対応について
何かしらの原因で飛行機が飛ばなかった、または搭乗出来なかった場合には、事前にお伝えしている
Global Dive スタッフの緊急連絡先、またはダイブの担当スタッフまで連絡をお願いします。
また、飛行機が 3時間以上大幅に遅れてしまう場合は上記同様、ダイブの担当スタッフまで必ずご連絡をお願い致します。
3時間未満の若干の遅れに関してましては、現地側で便の最新情報を収集して対応致しますので、ご安心ください。

② ピックアップスタッフと合流できなかった場合
現地空港に到着後、指定場所でピックアップスタッフを見つけられなかった場合は、慌てずに事前にお伝えしている
Dive スタッフの緊急連絡先まで連絡をして下さい。スタッフもみなさんを探していますので、ピックアップ場所からは
必ず離れないようにお願いいたします。
また、約束の時間から 30分待ってもスタッフが来ない場合は、
ピックアップに来ている別の日本人スタッフ、または旅行会社の関係者に声を掛け
電話を貸してもらって下さい。日本からフィリピンへの直行便を利用する場合、
高確率で様々な学校やツアーのスタッフも空港ピックアップに来ている事が多いです。
慌てず落ち着いて行動しましょう。

◎ 危険な場所、深夜の1人歩きは避ける

◎ 夜の時間帯は複数人、タクシーで行動する

◎ 知らない人に話しかけられてもついていかない

◎ 体調不良尾の際は、絶対に無理をしない

日本以外、すべての国に言えることですが、あまり知らない地域や細い路地裏、深夜の単独行動は極力避けましょう。

基本的に移動にはタクシーを利用し、夜間は 1人ではなく複数人で行動することがおすすめです。

現地での行動は、すべて自己責任となります。うまい話、誘惑には乗らないよう十分に気を付けて行動し
自己防衛を心がけてください。

現地での通院は、滞在先から 1番近い病院、または日本語が通じる病院にて受診して
いただきます。決して無理はせず、具合が悪い場合は、Dive の同行スタッフまでお気軽に
お伝えください。セブ・マニラ・クラークには、日本人ヘルプデスクという、日本人患者
専用のサポート体制も整った病院もございます。

滞在中になにか困ったこと、悩みごとなどがあれば
遠慮なく同行するDive 担当者へご相談ください。

現地生活に関して  【緊急対応】
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① 自分のフライト時間を必ず確認しましょう
ご自身が乗る飛行機の 3時間前 ( 国内線は 2時間前 ) に必ず空港に到着するように向かってください。
フィリピンでは渋滞に巻き込まれる可能性があります。事前に確認し余裕をもって空港へ向かいましょう。
チェックイン時間を過ぎると飛行機に搭乗が出来ません。必ず、余裕をもって空港へ向かうようにしてください。

② 必ず 1,500 ペソは持って空港へ向かいましょう
フィリピンでは、出発当日に空港税の支払いが必要です。

【国際線】850ペソ
【国内線】200ペソ

最低でも 1,500 ペソは残すようにしてください。
また、荷物の超過も気を付けましょう。規定の重さを超えてしまうと
超過料金が掛かるので、必ず超えないよう
お気を付けください。

帰国時の注意点

オススメのアプリ

【SNS アプリ】
滞在中、帰国後も外国の友人と連絡を取り合うのに
右記のアプリをダウンロード、インストール
していただくことをおすすめします。

   LINE　　　 facebook       Instagram

【配車アプリ】

滞在中、帰国後も外国の友人と連絡を取り合うのに下記のアプリをダウンロード、

インストールしていただくことをおすすめします。

① アプリを開き目的地を入力

（有名な場所であれば日本語も可）

② BOOKを押しドライバー検索

（顏、なまえ、車番号が表示される）

③ Pick-Up に指定した場所で

乗り合わせる（車番号を確認）

④ 降車後にレシートがメールで

送られてきます。

▶ ▶ ▶
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英会話メモ【空港編】

搭乗手続きはどちらですか？ Where can I check in?（ウェアー　キャン　アイ　チェックイン？）

搭乗手続き / Checking in

パスポートと航空券を
見せていただけますか？

はい、どうぞ

お座席のご希望はございますか？

通路側の席をお願いします

窓側の席をお願いします

預ける荷物はありますか？

荷物をこちらに置いてください

May I see your passport and airplane ticket?
（メイ　アイ　セー　ユア　パスポート　アンド　エアプレーンチケット？）
Could you show me your passport and airplane ticket?
（クジュー　ショー　ミー　ユア　パスポート　アンド　エアプレーンチケット？）

Here you are.　（ヒア　ユー　アー）

Do you have any preferences as to your seat?
（ドゥ　ユー　ハブ　エニー　プリファレンス　アズ　トゥー　ユア　シート？）

I’ d like to have an aisle seat.
（アイドゥ　ライク　トゥー　ハブ　アン　アイル　シート ）

Do you have any preferences as to your seat? 
（ドゥ　ユ　ハブ　エニー　プリファレンス　アズ　トウー　ユアー　シート？）

I’ d like to have a window seat.
（ アイドゥ　ライク　トゥー　ハブ　アン　ウインドー　シート ）

Put your bags here, please. 
（ プット　ユア　バッグス　ヒアー　プリーズ ）

8番ゲートはどこですか？

間もなく搭乗を開始します

パスポートと搭乗券を
見せてください

Where is Gate 8?
（ ウェア　イズ　ゲート　エイト ? ）

We will start boarding shortly. 
（ ウィー　ウィル　スタート　ボーディング　ショートリー ）

May I see your passport and boarding pass, please? 
（ メイ　アイ　シー　ユア　パスポート　エンド　ボーディング　パス　プリーズ？）

搭乗する / Boarding
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英会話メモ【飛行機編】

私の席はどこですか？ Where is my seat?（ウェアー　イズ　マイ　シート？）

機内での会話 / On the plane

シートベルトを締めてください

毛布をいただけますか？

飲み物は何がよろしいですか？

チキンとビーフのどちらが
よろしですか？

ビーフをお願いします

お食事はお済みでしょうか？

Please fasten your seatbelts.　（プリーズ　ファストン　ユア　シートベルト）

May I have a blanket? 　（メイ　アイ　ハブ　ア　ブランケット ? ）

What would you like to drink? 　（ワット　ウジュ　ライク　トゥ　ドリンク ?）

What would you like, chicken or beef? 
（ ワット　ウジュ　ライク　チキン　オア　ビーフ ? ）

Beef, please. 　（ ビーフ　プリーズ ）

Are you finished eating? 
（ アー　ユー　フィニッシュドゥ　イーティン ? ）

どこから来ましたか？

日本から来ました

入国の目的はなんですか？

Where are you from?　（ ウェアー　ユー　フロム ? ）

I’ m from Japan. 　（ アイム　フロム　ジャパン）

What’ s the purpose of your visit? 
（ ワッツ　ザ　パーパス　オブ　ユア　ビジット ? ）

入国審査 / on the  immigration

いいえ、まだ食べてます No, I’ m still eating. 　（ ノー、アイム　スティル　イーティング）

休暇です

滞在期間はどれぐらいですか？

１週間です

Vacation 　（ ヴァケーション ）

How long will you be staying? 
（ ハウ　ロング　ウィル　ユー　ビー　ステーイング ? ）

For a week.　（ 1 週間です ）
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英会話メモ【簡単な会話編】

日常的な英会話は 3000 語の英単語で完了するといわれています。特に決まりきった英語のフレーズ、語順が
あり、そのパターンを覚えるだけで、簡単な会話になります。下記に代表的なパターン英語を記しましたので
それを覚えると効果的です！何度も口に出して練習してみましょう！

A:Waiter / B:Customer
       
A:  Hello. 
B:  Hello. 
A:  What’ s your order?  
B:  1)Can I have Set-A? 
      How long 2)do I have to wait?   
A:  about 10mins. 
B:  Okay,,, I don’ t have enough time.
     3)How about Set -B?  
A:  4)I think it takes only 1 min. 
B:  I will take it. 
A:  Thank you. 

１) Can  I　 - ? 　　(- してくれませんか ?)　

※許可を求める表現

 Can I turn on the TV?    　　　　　

（TVの点けてください。）

Can I have ‒ は * レストランなどで注文する表現です。

 Can I have one hot coffee? 　 

 ( ホットコーヒーを頂けますか ?) 類似表現　　

※Could  I   - ? 　　

※May  I   -  ?　　

（－してもよろしいでしょうか）より丁寧な表現

２) I have to - 　 (－する必要がある）

I have to call my mother.      

  ( 母に電話しなければいけない）

  Do I have to call you later?

  ( 後で電話したほうがいいですか ?)

類似表現：I should　-    (－するべきだ）  

You should try to do your best.     

  ( ベストを尽くすべきだ。）

 You shouldn’ t drive so fast ？    

  ( スピードを出しすぎです。）

３) How about? -　　　( - は ) どうですか ?   

  How about a drink? 　　　　　　　　

  ( 一杯どう ?)

  How about　next week?　

  ( 来週はどうだい ?)    

  How about  you ？    

  ( あなたは？）

４) I think -.　　　　　(～ と思います )  

 I think she loves you.　

  ( 彼女はあなたを好きだと思います。）

  I think you should come to the Philippines. 

  ( フィリピンに来るべきだと思います。）   

I don’ t think you should do that. 

  ( それをすべきじゃないと思います。)

その他の重要表現①

There is-(- があります。）

 There will be a meeting this afternoon.

 ( 午後からミーティングがあります。）

 There ‘s nothing more to say .

 ( もうこれ以上言うことはありません。）

 There’ s no time to argue.

 ( 言い争っている暇はありません。）

その他の重要表現②

Used to 動詞 (- をしたものだ）

 I used to play baseball in my childhood.

 ( 子供のころは、野球をしてました。）

 There used to be a cake shop in front of  

my house.

 ( 以前、家の前にケーキ屋がありました。）
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英会話メモ【簡単な会話編】

授業の中で、気になることを質問したくても、質問の仕方がわからないと、聞くことすらできません。
疑問、質問を尋ねられるように、基本的な聞き方、尋ね方をマスターしておきましょう。
また質問ができれば、日常の会話もどんどん弾みます。

What kind of - （何の種類の - ？）

　What kind of music do you like ? 

　( どんな種類の音楽が好き？）

What time -   ( 何時に -  ) ※具体的な時間を聞く表現

 　What time do you have at school lunch?             

　（学校の昼食の時間は何時ですか？）

What should I  -（何をすべきですか？）

　What should I give her ？ 

　( 彼女に何を上げるべきでしょうか？）

What do you like to -

（何が好きですか？）  

　What do you like to do in your free time ？       

　（暇なとき何をしてますか？）

Which＋ Noun - 　（どの（名詞）が　‒ ですか？）  

　Which house is yours?   どっちがあなたの家ですか？

Which one do you -（どれを～しますか？）  

　Which one do you like? 　どんなのが好き？

Which way -（どっちの方法（道）にしますか？）

 　Which way is easier?　どっちがより簡単ですか？

What の疑問文

Which の疑問文

Who is your -　（あなたの―は誰？ ）

　Who is your best teacher? 　どの先生が１番ですか？ 

Who likes -      （- が好きですか？）

　Who likes to swim 　水泳が好きな人は？

Who is ready for -     (- する人は）  

　Who is ready for a party?　パーティーに来る人は？

Who is going to -    （誰が―しますか？） 

　Who is going to drive?　誰が運転する？

Whoの疑問文

How -　（- どう、どのように）

 　How do I find the answer?

　（どうしたら答えが分かりますか？）

How do you feel about -   (- どう思います ?）

 　How do you feel about Japanese culture?

　（日本の文化について、どう思いますか？） 

How do I get to -             

（- までどうやって行きますか？）

 　How do I get to the mall?  

 　( モールへはどう行ったらいい？）

How long does it take -（どれくらい掛かる？）※時間

 　How long does it take to get there? 

 　( そこにはどれくらいで着きますか？）

How much does it cost -   ( いくら掛かる？）

　※費用  How much does it cost to fly to Japan?  

　( 日本への飛行機代はいくらですか？ )

How often -　　　（どのくらいの頻繁ですか？）

 　How often does this happen?  

 　( これはどのくらいの頻度で起こりますか？）

Howの疑問文①

How　old  -     （年齢、新しい、古い）

　How old is that church?　あの教会はどれくらい古い？

How　high（tall）-   （高さ）

　How high is Mt.Apo ？　アポ山はどれくらい高い？ 

How　soon -   （どのくらいすぐ？）

　How soon does this train start?  どのくらいで発車します？

How　far -       （どのくらいの距離？）

　How far did you read in the book? その本どこまで読んだ？

How　late -   　（どのくらい遅くまで ?）

　How late are you open?　お宅の店は何時までやってるの？

How　big -         ( どのくらい大きい ?)

　How big is your dog?  あなたの犬はどれくらいの大きさ？

Howの疑問文②　How+形容詞の疑問文
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英会話メモ【簡単な会話編】

Why are you - ?　（なぜ - ですか？）

　Why are you hesitating?

 　( どうしてためらうんですか？）

Why do you want - ?（どうして - したいんですか？）

 　Why do you want this?

 　( どうしてこれが欲しいの？）

Why don’ t you - ?（－するのはどうですか？）

直訳：なぜしないの？から転じて、勧誘、提案の表現。

　 Why don’ t you take a break?

 　( 少し休んだらどう？）

When do you want to - ?（いつ - したいですか？）  

　When do you want to leave?

 　( いつ行きますか？）

When was last time - ?（最後に - したのはいつですか？）

　When was the last time you saw a movie ?

 　( 最後に映画を見たのはいつですか？）

When do you expect to - ? 　（いつ - しそうですか？）

　When do you expect to be ready?

 　( いつ準備できる？） 

Whyの疑問文

Whenの疑問文

Where can I  - ?　（どこでできますか？）

　Where can I exchange money?

 　( どこで両替できますか？）

Where ‘s the best place - ?

　Where’ s the best place to buy a souvenir?

　（お土産買うならどこがいいですか？）

Where do you think I should - ?

　Where do you think I should eat ?

　（どこで食べたらいいですか？）

Where の疑問文

Can you tell me 疑問詞節（-か教えてください）

　Can you tell me how to get to the mall?

　( そのモールへはどう行けばいいですか？）

 　Can you tell me when the show starts?

 　( いつショーが始まるか教えて貰っていいですか？）

Let me know 疑問詞節（-を教えて /- を知らせて）

　Let me know how it works out.

    ( これがどう作動するか教えて？）

 　Let me know what you are thinking.

 　( あなたの考えを聞かせてください。）

Do you Know 疑問詞節　（-を知ってますか？）

　Do you know  how to solve this problem?

　（この問題の解き方はわかりますか？）

 　Do you know why I can’ t go ?

  　( なぜ彼が行けないかご存知ですか？）

  

Have you ever - （- をしたことがありますか？）

　Have you ever been to Davao?

 　( ダバオに行ったことはありますか？）

 　Have you ever had durian?

  　( ドリアンを食べたことがありますか？）

Have you seen(heard) - 　(- を見た（聞いた）ことある？）

 　Have you seen  this movie?  

　（この映画を見たことある？） 　

 　Have you heard about the test result?  

　（試験結果聞いた？）

その他の疑問文、質問の仕方
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みなさんの、一生モノの「あの日」を創り出すサポートをしています。

このボランティアツアーを機に長期留学も検討してみませんか？
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日本全国のホテル・旅館・テーマパークなどでリゾートバイト！

東京でのお仕事とお住まいさがしをまるっとサポート！

海外を旅したあなただからこそ活躍できる場所があります！



MEMO
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