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何かあればご連絡を！

緊急時や渡航前に何かありましたらお気軽にご連絡ください。

下記はCPIの連絡先と住所です。緊急時の為に連絡先と住所の保存、

またはこちらのページを印刷して保管してお持ち頂くようお勧めします。

CPI Campus

# +63)32 – 260 - 8500

# Manager Owen : +63)915-604-9276

# E-mail : cpicebu@gmail.com

# Address : CPI (Cebu Pelis Institute),
Holy Family road, Nivel hills,
BRGY. Lahug, Cebu city



# 空港からCPIまでの行き方

1. 入国審査を通過して外へ出る。

2. 外へ出たら常時待機している空港専用タクシーの黄色いYellow Cabに乗りましょう。

一般タクシーと違って安全でメーターにて金額を測定するので安心してご利用頂けます。

料金はだいたい400~500ペソです。

3. タクシーに乗ったら運転手に下記の住所を伝えるか必要であれば地図を見せてください。

# English Version

“from marco polo hotel, go straight ahead about 300m. On your right side, you can see Maiquis bakeshop. Once you 

see a curvature on the road, turn left going to Vival publishing / La Nivea (the sign can be seen directly), Go straight 

ahead & once you reach a huge brown gate with CPI on top, Please stop there

* Holy Family Road, Nivel hills, BRGY. LAHUG, Cebu City

# Cebuano Version (現地語)

Unahan sa Marco Polo Hotel, Makakita ka ug Maiquis bakeshop sa right.

Inig dayong kurbada, makita ang Jingle bread, mu-left turn ta padung Vival publishing / La Nivea (ang signage 

makita ra inig left turn). Diretso ra, dayun makakita kag dakong gate nga naay CPI sa ibabaw

CPIへの行き方 タクシー編



Departure preparation

パスポート

パスポートの有効期限が留学期間+6カ月以上のこっていること。

緊急時に備えてパスポートの写真ページのコピーを2~3部用意しておきます。

往復航空券

出国日・時間・路線・英文氏名・座席・滞在時間等が正しいか確認し、

往復航空券のコピーも2~3部用意しておきます。

新型コロナ感染症 ワクチン接種証明書(英文)の発行

パスポートの名前とワクチン接種証明書の名前表記が同じである事を確認してください。

念の為、コピーを2~3部用意しておきます。

(2回以上の接種を終えた方にのみ適用されます)

RT-PCR検査証明書または抗原定性検査証明書の発行

出発時刻の48時間前に診断された証明書のみ有効。

念の為、コピーを2~3部用意しておきます。

パスポートの名前とPCR検査証明書または抗原陰性証明書の

名前表記が同じである事を確認してください。

One Health Pass Webフォーム

フィリピン到着日の48時間前になったらWebフォームから登録しましょう。

(次のページに記載されている記載方法を参照) 

手順に沿って登録したら、登録したメール宛てにコードが送付されます。

到着までスクリーンショットをするなど大切に保存しておきましょう。

海外旅行保険の加入

海外旅行保険の加入を強く推奨します。

現地で新型コロナの感染など万が一に備えて、35,000ドルを以上をカバー

できる旅行保険の加入をお勧めします。

CPI 入学許可証 (CPI Letter of Admission)

許可証のコピーを印刷、または携帯に保存する。入国の際に必要であれば提出する。

出国準備



Step 1.

URL

https://onehealthpass.com.ph/e-

HDC/OHP-Registration/

Step 2.

フィリピンへの到着日を記入

Step 3.

クリック: AIRPORT(MACTAN-CEBU 

INTERNATIONAL AIRPORT),→AIRCRAFT 

PASSENGER→NON-PHILIPPINE 

PASSPORT HOLDER→FOREIGN 

NATIONAL→YES→National Vaccine 

cardの順にクリック

最後にワクチン接種を受けた国を選択

して(日本)

クリック “Next”.

One Health Pass登録方法

Step 4.

* 赤の印が付いている項目は必ず記入する

Last Name→(苗字)

First Name→(名前)

Birthdate : 生年月日

Sex : 性別

Civil Status : 婚姻状況

Nationality : 国籍

Passport Number : パスポート番号

Contact No : 032) 260 8500を入力

(CPI学校の番号です)

Email : メールアドレス

Occupation : 職業

出国準備

https://onehealthpass.com.ph/e-HDC/OHP-Registration/


Step 5.

RESIDENCEをクリック

House No./Lot/Bldg. 

: “CPI”と入力

Street/Subdivision/Purok 

: “HOLY FAMILY RD NIVEL HILLS”と入力

Privince

: “CEBU”を選択

Municipality/City

: “CITY OF CEBU(Capital)”を選択

Barangay

: “LAHUG (POB.)”を選択

Country/Territory of Port of Exit

: 出国する国を選択

Airport/Seaport of Arrival

: “MACTAN-CEBU”を選択

: Airline Name

航空会社名 例 : PHILIPPINE AIRLINES

Flight number

:便名

Date of Departure

: 出発日

Date of Arrival in the Philippines

: 到着日

For FOREIGN NATIONAL

: EDUCATION/TRAINING/STUDIESを選択

Others (Please specify.)

: “STUDY ENGLISH”を選択

Purpose of Travel

: “STUDY ENGLISH”を選択

Address Abroad

: 日本の住所

例) #702 1-2-3 Aoyama, Tokyo 

city,Tokyo, Japan

出国準備



Step 6.

Have you been vaccinated for COVID-19

: クリック”YES”

FIRST DOSE

:クリック”YES”

Date of 1st Dose

: ワクチン接種日

Name of Vaccine

: 接種したワクチン名を選択

Country where vaccinated

: ワクチン接種をした国を選択

SECOND DOSE

: ワクチン接種日 (2回目)

Upload Vaccine Card/Certificate

: ワクチン接種証明書のアップロード

Step 7.

Do you have negative RT-PCR Test 

Result taken within 48 hours or Antigen 

Test taken within 24 hours before your 

scheduled departure?

: クリック”YES” 

RT-PCR/Antigen Test Result

: RT-PCR検査/抗原検査の陰性証明書を

アップロード

Date of Swab

: 検査日を入力

COUNTRIES TRAVELED (入力の必要なし)

: 過去30日に訪れた国の選択

EXPOSURE HISTORY 

: クリック”NO"

出国準備



Step 8.

CLINICAL INFORMATION

“Sick in the past 30days”

過去30日以内に病気になった場合 “YES”

→症状を選択

ない場合はクリック” NO”

DATA PRIVACY AND AFFIDAVIT OF 

UNDERTAKING

プライベートポリシーを一読したら、

ボックスにチェックを入れる

CAPTCHA SECURITY

表示されている文字を入力

Step 9.

入力したすべての項目を確認して

クリック “SUBMIT”.

出国準備



VISA

VISAの取得を入国前にしていなくても30日間滞在が可能です。

留学期間に応じてCPIでVISAの延長ができます。

写真 (パスポート/マイナンバー/その他のサイズ)

現地にてSSPの申請・VISA延長・生徒用ID用に写真が必要です。

できる限りご持参して頂くようご協力ください。

クレジットカード

VISA / MASTER / MAESTROなどのカードは現地で有効活用できます。

緊急時に備えて、再度現地でカードが正しく使用できるか、

現地通貨の引き出しができるか確認しましょう。

両替

円通貨またはドル通貨で両替レートの良い両替所を選び

ペソ通貨に両替をする。

薬

常備薬の持参 : 風邪薬・解熱剤・下痢止めなど

※持病をお持ちの方は多めに持参することをお勧めします。

新型コロナウイルス検査キット

現地にて約500ペソで購入が可能。

可能であれば数回使用できる分のキットを持参する。

水筒

学校には各エリアにウォーターサーバーを設置していますが、コップなどの備品は置いていません。

現地でも購入が可能ですが水筒またはコップの持参をお勧めします。

準備するもの

4週 8週 12週 16週 20週 24週

3 4 5 6 7 8

留学期間

写真

出発準備



ノートパソコン

学校のWi-Fiを利用してインターネット上で多くの学習資料を見つけるのに役立ちます。

また、教科書の音源・学校教材資料のダウンロードなどに活用できます。

洗面用品

現地での購入が可能な物が多い為、持参する場合は最低限必要な物のみ持参するようにしましょう。

化粧品

現地での購入も可能ですが使い慣れた化粧品類を持参する事をお勧めします。(特に敏感肌の方)

日焼け止めは性別問わず必須です。

眼鏡/サングラス

眼鏡は現地で購入すると高価な為、破損時に備えて予備の眼鏡を持参しておくようにしましょう。

フィリピンの日差しはかなり強い為、サングラスを持参する事をお勧めします。

衣類

滞在期間に合わせてご準備ください。海外の洗濯洗剤は強力な場合が多い為、高価な衣類の持参は避けること。

フィリピンは1年中猛暑が続く地域です。冷房の効いた場所では寒く感じる場合もあるので長袖も持参する事をお勧めし

ます。下着やタオル類なども多めにご持参ください。

準備するもの

出発準備



フィリピン入国申請書の記載方法

パスポート番号 / BS1234567

苗字 / TANAKA

名前 / TARO

生年月日 / 06-18-1984 国籍

住所 /  #702 1-2-3 Aoyama, Tokyo city,Tokyo, Japan

フィリピンの滞在先住所/ CPI Academy

メールアドレス / CPI123@gmail.com

出発地 / Naritaフライトナン
バー / PR421

署名

フィリピンへの到着日

V

V

飛行機から降りたら流れに沿って行くと

入国審査のカウンターがあります。

パスポート・航空券・入国申告書をあら

かじめ準備して入国審査を受けます。

特別な場合ではない限りほとんど質問は

されませんが、質問された場合は13ペー

ジに記載されている例のように落ち着い

て対処しましょう。

入国ガイドライン



V

V

V

V

V

V

V

税関申告書の記載方法入国ガイドライン



入国する目的

税関で入国する目的を聞かれた際、事前に準備しておいたCPIの入国許可書を提示しましょう。

焦らず落ち着いて返答しましょう。

“I come here to learn English. I will study and stay in CPI”. 

万が一の為、入学許可書は学校に到着するまで手元に保管しておきましょう。

入国ガイドライン



5. 荷物を受け取った後、下記の写真のように

手荷物検査を通過します。

(#免税店で購入された物に高価な商品と思われるものがあれ

ば課税される場合があります。)

1. 入国申請書と税関申告書を機内で記入しておく (記入方法は11ページと12ページを参照)

2. 飛行機を降りたら、下記の写真の順番に沿って進む。

3. 入国審査の際にパスポート・CPI入学書・入国申請書を提出して通過する。

4. 入国審査を終えた後、エレベーターで降りて、

荷物を受け取る。

6. 手荷物検査後、外へ出ると下記の写真のように

CPIマネージャーがサインパネルを持ってお待ちしてます。

入国ガイドライン



CPI
Cebu Pelis Institute

# いくら探してもCPIマネージャーが見つからない場合は落ち着いて下記の行動を取ってください。

1. 再度、出口に戻りCPIのサインボードを持ったマネージャーがいないか確認してください。

2. 空港スタッフまたは空港警備員にCPIの学校マネージャーを見てないか聞いてみる。

“Excuse me, I’m looking for CPI manager.”

3. それでもピックアップマネージャーが見つからない時はピックアップ案内書に記載されている担当マネージャーへ

ご連絡をお願いします。

# 飛行機が予定より早く到着された場合は予定されていた時間までお待ち頂くようにお願い致します。

ピックアップ担当マネージャーは生徒様の飛行機到着予定時刻の約10分~20分前に到着するようにしています。

交通状況によりましては少し遅れる可能性があります為、CPIマネージャーが見つからなくても慌てず飛行機の

予定到着時刻まではお待ち頂くようにお願い致します。

# 到着予定時刻になってもマネージャーが見つからない場合はピックアップ担当マネージャーに連絡をしてください。

もし連絡が繋がらない場合は緊急連絡先までお手数ですがご連絡をお願い致します。

(空港では無料Wi-Fiが利用できます。電話が使用ができない場合はLINEまたはカカオなどのアプリでご連絡ください。)

# Manager Owen :  +63-915-604-9276 (Kakao ID :  mysun222)

# CPI :  032-260-8500

ピックアップガイドライン



CPI 返金規定 (渡航前)

1. 留学をキャンセルした場合 (一般的な場合)

1) 留学のキャンセル (成人用)

A. 出発の28日前でのキャンセル (出発日まで4週間以上ある場合)

- 入学金を除くすべての費用を返金

B. 出発の27日前から14日前でのキャンセル

-入学金(100ドル)と120ドルのキャンセル料が発生

C. 出発の13日前でのキャンセル

-入学金(100ドル)と300ドルのキャンセル料が発生

D. 留学費用は出発の3週間前にはお支払いを完了する

2. 入学金を除いた100%返金保証 (渡航前)

A. 自然災害や紛争などが原因で学校が2週間以上サービスを提供できない場合

B. 学校による事情で2週間以上サービスを提供できない場合

C. 外務省などによる発表で現地セブでの旅行警告レベルが引き上げられ渡航が不可能な場合

3. 渡航前の留学日の変更

1) 留学日の変更は申請日により手数料が異なる

A. 出発の28日前での変更 => 無料

B. 出発の27日前から14日前での変更 => 120ドル

C. 出発の13日前での変更 =>300ドル



【CPI】 新型コロナウイルスCovid-19の対策

1. 予防措置

1) 体温測定

- 食堂や校内の各所に非接触体温チェッカーの設置 。

2) マスクの着用

- 生徒は寮の部屋を除く、共有施設内でのマスクの着用を義務付けています。

3) 手指消毒・除菌剤

-食堂や校内の各所に設置。

4) 消毒/除菌

- 部屋の掃除の際に消毒作業を同時に実施します。(A棟は週2回、B棟は週3回)

- クラス棟と食堂は月に1度実施。

2. 隔離措置

1) 寮での隔離措置

- 生徒が新型コロナウイルスの症状を発症している可能性がある場合、専用の隔離寮に1週間の隔離措置。

2) 隔離中の症状の確認

- 毎日午前と午後に分けて、マネージャーまたはスタッフによる発熱やその他の症状を確認。

3) 重度な症状の場合

- スタッフの付き添いのもと、提携病院へ速やかに移動して診察と隔離措置を行う。

3. 隔離中の授業

1) 2つの選択肢から選択可能

- オプション1 : 振替授業の実施 (グループクラスは対象外。卒業までに振替授業の受講可。)

- オプション2 : オンラインでの振替授業を実施 マンツーマンレッスン (グループクラスは対象外。)


