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※ご渡航前に必ずご確認ください。



 補足説明
フィリピンでは、入国時に 30 日間のビザが発行されます。
そのため滞在期間が 30 日未満の方は、ビザ延長費用が不要です。
また、60 日以上（９週間以上）留学される方は、外国人登録証の取得が義務付けられていますので、  
外国人登録証の費用が必要となります。

 注意事項 1
留学期間中に、延長の申請をされた場合は、その延長のタイミングにより上記の金額より高くなることがござ
います。これは、１ヶ月延長費用と、２ヶ月延長費用の差額により発生します。 また、観光等で事前にフィ
リピンに滞在される方  も、上記の金額表と異なる可能性がございます。

 注意事項 2
半年以上フィリピンに滞在された方は、ECC という許可証が必要になります。 こちらは、出国前にイミグレ
ーションに行っていただき、手続きをしていただきます。 代行ができない手続きとなっておりますので、ご了
承お願いいたします。

 注意事項 3
フィリピン政府（イミグレーション）の判断により、申請費用が変更になる場合がございます。 その際には、
上記料金は変更と なります。

就学許可証（SSP）を申請することで、観光ビザにて合法的に当校で学習していただきま
す。
※SSPはフィリピン政府の認可を受けた学校のみ申請することができます。 観光ビザの延
長費用は、現地のセブ島でお支払いいただきます。 延長費用は、下記の表をご確認くだ
さい。また、合わせて外国人登録証の費用もご確認ください。



１．両替について
セブの空港に到着しましたら、空港出口を出られる前に両替をお願い致します（出口を出ると空港内に戻れな
いため）。SSP や VISA に必要なお金は月曜日 のオリエンテーションの際に両替をしますが、空港で少額両替
をしていただいたほうが、なにかあった際に便利かと存じます。
オリエンテーションの際に宿泊保証金として 5000日本 円（もしくは、2,000ペソ）をお預かりしております。こち
らは退寮時、問題が無ければご返金致します。

２．寮の設備について  
　寮にはシャンプー、石鹸、コップ、トイレットペーパー等の日用品はございません。 最低１日分は持参お願い
いたします。 施設内にはウォーターサーバーが設置してありますので、そちらを飲料水としてご利用下さい。  
(水道水は絶対に飲まないようにご注意ください。)

お部屋は禁煙となっております。喫煙される場合は喫煙所をご利用下さい。  寮について不具合、不明点
がございましたら、寮スタッフにお申し付け下さい。



フィリピン入国の際の注意点
フィリピンに到着、入国手続きのときに滞在理由を聞かれた場合は「観光；サイトシーイング」とお答え下さい。入国後
は SSP（就学許可書）を取得し、フィリピン政府が正式に認める語学留学の手続きを進めますが、入国の段階で「留
学」と答えると学生ビザの提示を求められるケースがあります。もし滞在目的の説明を求められた場合は、入国審査官
に下記の 2点を説明し、下記の英文を審査官に見せて下さい。

☆語学留学のための渡航であり、観光ビザの延長とSSPの取得を現地で行うこと

☆NILS 入学許可書の提示

Dear immigration officer

This person is a student of our language school “NILS”.  If you have any questions, please contact us. Thanks.

************************************************ 

NILS
Newtype International Language School
Unit 714-C. TGU Tower, Asiatown, IT Park Salinas drive, Lahug, Cebu City Philippines TEL (032)-479-9300

  
  ************************************************

※入国に際し政治的、疫病、天災、所持品、ご自身の事情などにより入国を拒否された場合、当校は一切の責任を負い
かねます。

1)航空券について
フィリピンに入国する際には、帰国のチケットや第 3 国へ出国するチケットを必ず準備しておく必要があります。
そのため、往復のチケットを購入して  おく、もしくは、シンガポール、マレーシア、香港などの第 3 国へ出国するチケット
が必ず必要となります。 帰国日が決まらない、セブの滞在を延長するかもしれない、という場合においても、必ずフィリピ
ンを出国する航空券をご購入の上、渡航するようにお願 いいたします。 また、出国時のE-チケットも必ず印刷、携帯し入
国するようにお願いいたします。

2)15 歳未満の方の入国について
フィリピンでは、15 歳未満の方の単独での入国を拒否しています。そのため、親権者の方の同伴が必ず必要となります。 
また、親権者の方が同伴される場合においても、パスポートでの苗字が異なる場合には、入国を拒否される可能性がある
ため、 出生証明書や戸籍謄本（英訳／大使館にて取得可能）などを事前に用意しておく必要がありま す。 当校では、
正確な判断ができないため、フィリピン大使館への問い合わせをお願いいたします。

3)15 歳未満の方の親権者でない方との入国／単独入国について
WEG (Waiver of Exclusion Ground) 申請が必要となります。 フィリピン大使館のホームページに詳細な申請方法や、必要
な書類などの記入があります。 ご確認いただき、出国するまでに手続きを終了いただきますようお願いいたします。
（WEG申請の方法はフィリピンの法律により定期的に変更される場合がございます。詳しくはフィリピン大使館へお問い合
わせください。）

4)日本国籍以外の方の入国について
フィリピン入国にあたり必要な手続きがある場合がございますので、事前にご自身で大使館・領事館へお問い合わせくださ
い。



当校ではご渡航の際、海外保険へのご加入を必須としております。
ご自身でご確認いただいたうえでご加入をお願い致します。もしくは当校が代行で手続きさせていただくこともできますので、
必要な場合はおっしゃってください。

以下、代表的な海外保険会社でございます。

Chubb損害保険 ・ エイチエス損保 ・ セコム損害保険 ・ ジェイアイ傷害火災 保険 ・ 朝日火災海上保険 ・ 

損保ジャパン ・ 日本興亜損害保険 ・ 日新火災海上 保険 ・ 富士火災海上保険 ・ 三井住友海上 ・ AU 

損害保険

※パスポートと保険証券が必要となります。
※2019/8/1 に問い合わせた内容になります。保険会社や病院によりこちらの内容が変更となる可能性があります。
※キャッシュレスサービスが必要な場合は、上記が対応可能か確認の上ご加入をお願い致します。

ドクターの診察を依頼される場合には、ご自身の保険証券/パスポートを必ず持参してください。

また、上記ご紹介している保険会社の中でも予告なくサービス内容が変更となり、近隣ジャパニーズヘルプデスクと提携・キャッシュレスサー

ビスの終了している可能性もございますので、ご自身で対応可能かどうか確認をしてから、ご加入をお願いします。

なお、当校の駐在ナース（フィリピン人）によるサポートが必要でしたら、現地スタッフへお知らせください。







マクタン・セブ国際空港に、当校のスタッフがお迎えに上がります。 現地の交通事情等によりスタッフの到着が若干遅れる

場合も ございますが、責任を持ってピックアップさせていただきます。なお、ホテルまたは寮以外にご滞在の場合は、

NILSによるピックアップは原則ございませんのでご了承ください。（ホテル滞在の場合お申込内容によって、ホテルのピッ

クアップがご利用になれます。）

◆入国後の流れ（国際線）

国際線出口は一つしかございません。出口を出ていただくと目の前に柵がございますが、そちらに他の語学学校やホテルピックアップなどたくさん

おりますので、その中から『NILS』と書かれた看板を持ったスタッフを生徒様よりお探し下さい。

◆入国後の流れ（国内線）

国内線出口は到着ロビー【タクシープール】方面を目指

して、吹き抜けをまっすぐお進みいただき、そのまま外に

出てきます。建物の終わりの右手側に【Jollibee】がござ

いますので、そちらの前で【NILS】の看板を持ったスタッ

フがお待ちしております。

◆ピックアップ対応時間

     10:00AM～1:00AM到着の便

※上記時間以外のピックアップは時間外ピックアップとして、
別途3,000円を申し受けます。なお、早朝などにご到着し、
11:00AMまで空港周辺でお待ちになる場合などはその限
りではございません。
※ 10:00台の到着の場合には他の方のフライト状況に応じ
て、11:00AMのお迎えになる場合がございますので、予
めご了承ください。



他の当校スタッフが
お迎えに行くこともございます。

0933-938-2893
フィリピン国内用携帯電話ですのでフィリピン国内の公衆電話、もしくは国際携帯電話からお電話
ください。日本の電話番号の携帯電話からおかけになる場合は、【0063(+63)】を先頭にお付け
頂き、【933-938-2893】におかけ下さい。

●万が一飛行機の遅延・欠航・乗り遅れなどが発生した場合・・・
基本的に遅延や欠航などの情報は予めピックアップスタッフでも把握しておりますが、より円滑なご案内ができ
ますよう、飛行機に乗られる前か到着前後に生徒様からご連絡いただけますと幸いです。
　☆メールアドレス　nils_desk02@nilsph.com 
（土日や平日の夜はメールの確認が遅れることがございますので、下記LINEでのご連絡をオススメしております。）

　☆当校公式LINE　@nils https://line.me/R/ti/p/%40nils

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<当校のLINEアカウント>

　

フィリピン人スタッフも
お迎えにあがります♪



■留学１カ月にかかる費用の目安
〈食費〉
平日のランチ１食約1-200ペソ、休日1日3回の食事の合計が約600~1000ペソかかります。学校ではウ
ォーターサーバーを用意してありますが、スタバなどでコーヒーを楽しまれるようですともう少し費用がか
かります。１週間あたり5~7千円程度です。

〈通信費〉
モバイルwifiを使用される場合は、NILSでレンタルされる場合、週あたり600ペソかかります。
（デポジットにて別途2,000ペソ申し受けます。）

〈日用品〉
部屋や外出先で使用するトイレットペーパー、洗剤など約500ペソかかります。（ランドリーを利用する
場合は、1カ月約400～500ペソ）

〈交通費〉
食事やモールなどへの外出にタクシーを使った場合、1度の利用で約100-150ペソ前後かかります。ぼ
ったくりなどの被害には十分ご注意ください。

〈アクティビティ〉
1回あたり2000ペソ～4000ペソかかり、月に2回はセブのアクティビティを楽しむ方が多いです。
 
〈お小遣い〉
週末には留学中に知り合った友達とナイトプール（約300ペソ/回）やショッピング、金曜日には卒業パ
ーティーで美味しいご馳走を楽しむ（約500~1,000ペソ/回）機会もあります。

※その他、留学3カ月以上滞在の場合、モバイルwifi端末を購入したり（約1,400ペソ）シャンプー
や石鹸などのバス用品を追加で購入される方が多いので、初期費用に1,500～2,000ペソご準備頂
くことをオススメします。
 
１か月くらいの短期の場合は、参考費用の高い方になるケースが多いですが、３か月ほど滞在さ
れる方ですと、3か月で10~15万円程度を目安に考えておけばよいかと思います。

食費 2~3万円

通信費 5,000円

日用品 3,000円

交通費 3,000円

アクティビティ 15,000円

おこづかい 1~2万円

合　計 3~7万円

滞在費用の目安



フィリピン行きの機内の中で入国カードと場合によっては税関申請書の書類が配られますので、機内でご記入下さい。
下記の例を参考にして下さい。無記入ですと入国が拒否される場合がございますので、かならず必要事項はすべて記入をしてくださ
い。



●重要書類等
□ パスポート
世界で通じる身分証明書です。コピーをとって財布などに入れて保管しておくと、紛失時などの緊急に役立ちます。
□ 航空券
Eチケットを印刷して持って来て頂く様お願いします。帰国の際にも必要となりますので、渡航後も大切に保管をしてください。
往復航空券の購入がフィ リピン入国の条件となります。片道航空券では入国できませんのでご注意ください。 （他国へのチ
ケットでも入国は可能です）
□ 海外旅行保険
NILS では留学期間中海外旅行保険の加入が必須となっております。（クレジットカードの付帯保険でも可能です。）
□ 現金
クレジットカードが使えるお店は日本ほどありません。必ず日本円を持参し現地にて両替をして下さい。1か月のお小遣いは 5 
万円 程度が目安です。空港にて両替はできますが、現地のほうがレートは良いです。空港にて１万円程度両替をしていただ
き、残りはオリエンテーションにて両替をさせていただきますので日本円をご準備お願いいたします。

●カード類
□ 国際キャッシュカード
現地のATM にてお金の引き出しができます。住信SBIネット銀行・シティバンク・ソニー銀行（デビット）がお勧めです＊一回
当たりの引き出す際の手数料として200ペソほどかかりますのでご注意ください。
□ クレジットカード
VISA・MASTERカードが多くのお店で使用可能です。JCBはご利用いただけるお店が少ないです。 また、国際キャッシング機
能がついていれば現金のお引き出しも可能です。

●学習用品
□ 学習参考書
英語でのニュアンスが理解できない時など、日本語の参考書があると便利です。 
□ 電子辞書
英和辞書はフィリピンにはございません。必需品です。
□ ノート
フィリピン製のものは日本のものに比べて品質が良くないため日本からご持参することをお勧めします

●電子機器

□ パソコン

長期滞在の方は自分のパソコンがあると便利です。

□ デジカメ
ほとんどの生徒様が持参します。現地のショッピングセンターでのプリントも可能です。
□ 携帯電話
フィリピンではSIMカードとロードカードを購入し、その番号を携帯に入力するというプリペイド式となっております。 1000ペソ以
内で購入可能です。2週間以上滞在の方は利用される方が多いです。
日本の携帯電話は、購入時他社のSIMカードを使えないようにするために【キャリアロック】がかかっていることがほとんどで
すので、フィリピンのSIMを利用される際は、日本の携帯会社にて手続きをする必要がございます。詳しくは各携帯会社へお
問い合わせをお願い致します。
□ドライヤー、ヘアアイロンなど
日本からお持ちいただく場合、まずは電圧をご確認ください。フィリピンは形状は日本と同じ【I（アイ）タイプ】となっています
が、電圧が220V程度となっております。対象外の電化製品を利用すると、火花が飛び散ったり最悪爆発をする恐れもありま
すので、十分にお気を付けください。
長期滞在の方は、現地で約1,000ペソ（2,300円程度）で購入される方も多いです。



日用品
□ 衣類
基本的に夏服です。現地で購入ができます。学校内では冷房が効いていて寒いので、パーカー・ カーディガン等の羽織るも
のをご用意  ください。
□ タオル
日本よりも暑い国ですので、バスタオル・汗ふきタオル・フェイスタオルなどをご用意してください。 現地で購入すると、割高
で日本のモノよ  りも質が劣ります。
□ 洗面用具
化粧品・石鹸・シャンプー・リンス・髭剃り等（現地でも購入可能です）
□ 鏡
寮には備え付けの鏡はございません。現地で購入は可能  です。
□ 薬
風邪薬・胃腸薬・頭痛薬・消毒液・バンドエイド、持病のある方はその薬など。
□ 筆記用具
機内で入国カードを記入するためにボールペンが必要です。また、現地のものは品質が良くないため持参しましょう。

□ トイレットペーパー

寮には備え付けのトイレットペーパーはありません。初日のために芯を抜き、小さくして日本から持参しましょう。

□ 水着/日焼け止め 

フィリピンでは割高になる場合があります。品質も良くないため、日本から持参することをお勧めします。

□ コンタクトレンズ

現地でも購入できますが、高価なうえに品質が良くありません。日本から持参することをお勧めします。

□ 水筒・ボトル
飲料水を持ち歩くのにあると便利です。
□ サンダル
寮内のお部屋は土足となりますので、室内履きとしてあると便利です。

□ マスク・のど飴

のどを痛めてしまう生徒様が多いため重宝します。

その他

□ 往復航空券
空港で提出を求められたり、当校の手続き上コピーを頂く場合がございますの E チケット 往復分を必ずプリントアウトし携行し
てください。



NILS では、レッスンスタートの日にオリエンテーションをさせて頂きます。オリエンテーション終了後トライアルレッスン開始

となります。 また、NILSの基本スケジュールは、日曜日12:00チェックイン、土曜日12:00チェックアウトという流れになりま

す。

☆AVC寮（クラシックキャンパス）・ホテル滞在の方☆

　■時間　8:00～13:00
　■場所　当校関係施設（時期や人数によって変更になる場合がございますので、ご了承ください。）

　※朝7:30までにご準備を済ませ、AVC寮のグラウンドフロア（1F）へお集まり下さい。点呼をし、学校専用送迎車もし
くは徒歩で会場へ向かいます。

その他のプランの方は別途、個別にご案内させて頂きます。  オリエンテ－ションの時間や場所は、変更になる場合もござ
いますので、個別に直接行かずに、必ず待ち合わせ場所にお集まりください。（ピックアップ不要の場合はお手数ですが
事前にメールやLINEでご確認くださいませ。）

※提携ホテルにご滞在の方※
ホテルもしくは寮以外の別宿泊施設にご滞在の方でオリエンテーションをお受けになる方は、ご自身でタクシーや徒歩など
で朝7:30までにAVC寮のグラウンドフロアへお集まりください。
 オリエンテ－ションの時間や場所は、変更になる場合もございますので、個別に直接行かずに、必ず待ち合わせ場所に
お集まりください。また、ご自身でホテルにご宿泊の場合は、直接8時までにTGUタワー7階教室までいらっしゃってください。

タクシーでございますと、【サリナスドライブ】とおっしゃっていただくと大体のタクシーが近隣まで乗せてくれます。サリナ
スドライブが分からない場合は、IT Parkとおっしゃってください。当校提携ホテルにご宿泊の方はどのホテルからも徒歩5
分圏内にAVC寮がございます。

AVC寮の住所：AVC Building, Salinas Drive, Cebu City, Cebu, Philippines



□ パスポート（原本をお預かりいたします。緊急時のためにコピーは日本などで事前におとりいただければと思います。）

※写真をオリエンテーション時皆様分こちらでお撮り致します、ID代込みで100ペソ（220円ほど）いただきま
すので宜しくお願い致します。
□ ノート・筆記用具
□ 宿泊保証金
5,000 円(寮滞在の方のみ)＊2000 ペソでも可能です。
□ SSP 発行費用
現地通貨 7，000 ペソで回収いたします。
※レッスンを受講するには、SSP の取得が必須となっております。
※詳細は別紙「フィリピン留学時、ビザ SSP について」をご覧ください。
□VISA 延長費用
  現地通貨 4，000 ペソで回収いたします。
滞在が 30 日を超える方。
※詳細は別紙「フィリピン留学時、ビザ SSP について」をご覧ください。



緊急連絡先

もし渡航中に問題が発生しましたら、こちらの番号にお電話下さい。
セブ島に滞在している日本人スタッフの直通電話となります。

0933-938-2893
フィリピン国内へのお電話となりますので、公衆電話もしくは国際番号+63をつけてダイヤル下さい。また繋がり
にくいため、何度かおかけ直しをお願い致します。

寮、学校の住所
ＡＶＣ寮(AVC Building) 住所:AVC Building, Salinas Drive, Lahug Cebu City, 6000, Philippines
語学学校 NILS(オフィス) 住所:Unit 714. TGU Tower, Asiatown, I.T.Park, Salinas Drive Lahug, Cebu 

City,Philippines

●当校とのご連絡はLINEが便利！
基本的に渡航前後関わらず当校とのご連絡LINEが非常に便利です。

☆メールアドレス　nils_desk02@nilsph.com 
（土日や平日の夜はメールの確認が遅れることがございますので、下記LINEでのご連絡をオススメしており
ます。）

☆当校公式LINE　@nils https://line.me/R/ti/p/%40nils　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　<当校のLINEアカウント>

関連機関連絡先

在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Oasay City 1300, Metro Manila, Philippines  TEL:02-551-5710

在セブ出張駐在官事務所
住所:7th Floor, Keppel Center, Samar Loop corner Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, 6000, Philippines

TEL:032-231-7321, 032-231-7322(平日 8:30~17:00)

フィリピン観光省  (緊急時旅行者アシスタント、旅行者に対する観光案内、所持品紛失証明等の作成アシスタ
ントサービス)

TEL:02-524-1660, 02-524-1728

邦人救護ホットライン  TEL:02-551-5786

在日フィリピン大使館  住所:東京都港区六本木 1-15-5  TEL:03-5562-1600

大阪領事館
住所:大阪市中央区城見 2-1-61 Twin 21 MID タワー 24 階  TEL:06-6910-7881



■日用品購入
日用品は寮の1階にセブンイレブンがございますので、そちらでご購入できます。また徒歩で7分ほどの場所に大型ショ
ッピングモール（アヤラモール）もございます。

■AVC寮からIT Parkまでの行き方
・学校専用ジプニーで行く場合
平日はAVC寮より学校専用ジプニーが出ております。時間は変更の可能性がございますので、ご渡航後ご確認お願
い致します。
IT Parkには日本食レストランから、マクドナルドなどのファーストフード店もあります。
カフェなどもたくさんあるのでご確認ください。
NILSのBLOGにも、その他お役立ち情報等が載っておりますので、ご参考になさってください。
・徒歩で行く場合
AVC寮を背にして左方向に歩いていただくと横断歩道がございますのでそちらを渡り、なお、まっすぐ行くと到着します。
（詳しくは次ページの地図をご覧ください。）
・タクシーなどでAVC寮に帰宅する際
AVC寮は、【 Salinas Drive（サリナスドライブ）】沿いにございます。 Salinas Driveが分からないというタクシードラ
イバーへは【I.Tパーク】といえば、大丈夫です。近くなってまいりましたら、1Fにセブンイレブンとクリーニング屋さん
が入っているビルの前で止めてください。

■その他注意事項
寮の周りは比較的治安が良いエリアですが、バイクによる引ったくりやストリートチルドレン等による物乞いなどがありま
す。常にフィリピンは東南アジアの発展途上国であることを各自が認識をして、出歩く際には、貴重品に細心の注意を
払っていただくよう、お願い致します。
パスポート等必要のない貴重品は寮に置き、小額紙幣または小銭などを用意し、出かけることをお勧めします。
その他注意点も含め、オリエンテーションの時にもお話しします。

■寮の住所
AVC Building, Salinas Drive, Cebu City, Cebu, Philippines

■スタッフルーム
316　ドミトリースタッフルーム（フィリピン人スタッフ）
※なにか御用がございましたら、こちらをお尋ね下さい。

■AVC寮風景
こちらが寮の外観。見えたら「Stop here」といえば止まってくれます。こちらが寮です。セブンイレブンやクリーニング
屋さんもあります。

洗濯機はAVC寮屋上にあります！
洗剤はご自身でご用意いただきます！

各階には共用のウォーターサーバーがあります。
皆さんで仲良く使いましょう。

入り口は常に施錠をしていて、24時間ガードマ
ンが警備していますので、安心です！



AVC
※1階にはランドリー、セブンイレブンの他、日本人経営の
レストラン「DonDon」が入っています。当校の食堂と兼ね
ており、通常営業時も当校の生徒様でにぎわっております。

セブノース

クラウンガーデン

TGUタワー

ITパーク中心部へ

メトロスポーツ
センター

ツリーシェイド
スパ

JYモールへ

ジョリビー他飲食チェーン

The walk(マクドナルド、ドラッ
グストア、両替所他)

レストラン等

オクマストリート
(ローカルな街並みなので行かれる際は十分お気を付け
ください)

Mango Six Cafe

アヤラモール、
SMモール行き

・4L
サントニーニョ協会、
サンペドロ要塞行き

・17B,17D

ジプニー番号

サリナスドライブ



【食事】
平日：朝夕2食を学生寮(1階食堂)にて提供しております。（土日はなし）
※フィリピン祝日（土日を除く）は提供しております。お部屋に持ち込むのは禁止です。
朝食：6:30～8:30
夕食：18:30～21:00
※土日は食事のご用意はありません。また各階のウォーターサーバーにてお湯のご利用や4階に電子レンジの準備もご
ざいます。
※当校提携ホテル滞在の方でお食事つきのプランの方は、当校スタッフまで直接お問い合わせください。

【清掃】
週に2度（階数によって異なります）、ドミトリースタッフがお部屋に入り清掃致します。
また、週に一回シーツとブランケットの交換を行います。
※ホテル滞在の方は、ホテルによってルールが異なります。

【洗濯】
洗濯は、ご自身で屋上の洗濯機・乾燥機をご利用いただけます。その場合は洗剤はご自身でご用意をお願いします。
また1階のクリーニング屋さんにて有料で洗濯をする事も可能です（約50-80ペソ程度）
※ランドリー設備がないホテルがほとんどです。近隣のクリーニング屋さんなどをご利用ください。

【ご帰国時の鍵の返却/空港】
鍵は自己管理です。退寮時は1階にいるガードマンにIDとともにご返却ください。
（退寮時以外は返却しないでください。）
万が一、鍵をなくされますと罰金として1,000ペソをお支払いいただきます。

・ご帰国時は、各自空港までご移動をお願い致します。タクシーの相場は、空港から寮まで250～300ペソ程度です。
もし帰りの空港までのお送りが必要な場合は、現地にて別途お申し込みが必要となります。（最大5,000円）
スタッフや車の手配の関係もございますので、ご帰国の4日前にはおっしゃっていただけｍさうよう、お願い致します。


