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How to get to DAVAO (Philippine Airlines)

1. お客様の旅程表（eチケット）をフィリピン航空のチェックインカウンター
に提出してください。

2. カウンターにて、日本からマニラへの国際便のチケットと、マニラからダバオ
への国内便のチケット、計2枚の航空券を受け取ってください。

3. フィリピン国外で購入したすべての持ち物（免税対象なものも含みま
す）はマニラ、ダバオ空港の双方に入る際に申告するのが義務となって
います。そのため、免税対象内の私物は免税店などで購入可能な
ショッピングバッグなどの小さな鞄にいれるのではなく、お客様の大きな鞄
に入れることをお勧め致します。そうすることで、お買い物後の面倒な関
税手続きを避けることができます！



1. マニラ空港に到着後、最初にお客様には入国審査場を通過して頂きます。その場
でパスポートと機内で渡されているアライバル・カードを検査員に提出してください。

2. 加えてそこで簡単ないくつかの質問に答えて頂きます。「フィリピンを訪れた目的は何
ですか？」というものや、「どれくらいの期間滞在される予定ですか？」という簡単な2、
3の質問に答えて頂きます。

3. 稀にですが、日本に帰るときの航空券を見せてくださいと尋ねられることがあります。で
すので、行きと帰りの航空券は一緒にしていつでも見せられるようにしておくことをお勧
めいたします。

4. 筆記用具（ボールペン1本で十分です）を機内に持ち込むことをお勧めします。飛
行中に機内で配られるアライバル・カード（左記にイメージ画像）を持ち込んだ筆記
用具で記入してください。もし、筆記用具を忘れた場合、マニラ空港内の入国審査
場でボールペンを借りるために長い列に並ばなくてはいけない可能背がありますのでご
注意ください。

5. ‘LAST NAME’とは名字、’FIRST NAME’は名前です。

6. ‘MIDDLE NAME’、「中間名」がない場合は空欄を空けて頂いて結構です。

7. ‘COUNTRY RESIDENCE’、「居住国」とは過去3年間で基本的にどこの国にいたの
か、あなたが家だと考える場所はどこの国かということを示しています。

8. 10番目の質問は’Education/Training’「教育、訓練」というところをチェックしてく
ださい。

9. 入国審査を終えた後、お客様は荷物受取り場に進むことができます。その後、空港
の係員の者に荷物は今受け取る必要があるのかどうかを聞き、受取りが必要であれ
ば受取り、次に進んでください。

How to get to DAVAO (Philippine Airlines)



1. マニラで、まず空港の係の者に荷物受け取りが必要かご確認ください。必要であれば荷物を取り、近くの荷物預け入れデスクにて荷物を受け渡してください。その後、到着ロビー
へと進んでください。

2. 全てのフィリピン航空の便はターミナル2の中で運航しています。そのためフィリピン航空をご利用のお客様は、乗り換えの際にほかのターミナルに移動する必要はございません。

3. 到着ロビーに出た後、階段またはエスカレーターを使用し2階に上がり、出発ロビーに向かってください。

How to get to DAVAO (Philippine Airlines)



1. 国内線南エリアに向かい、セキュリティチェックを済ませ、中に入ってください。

2. 覚えていらっしゃるでしょうか。お客様はすでに国内線の航空券（マニラからダバオへの航空券）と国際線（日本からマニラへの航空券）と一緒にお持ちですので、再度チェック
インのための列に並ぶ必要はございません。

3. お客様の航空券に記載されている搭乗口番号を確認後、搭乗口へ進んでいただき、搭乗案内のアナウンスを待ってください。。

How to get to DAVAO (Philippine Airlines)



1. ダバオ空港に到着後、荷物受け取り場へと進み、荷物を受け取った後、係
員による関税手続きを済ませてください。

2. 関税手続き終了後、お客様には空港の建物の外に出て頂く必要がございま
す。外にてE&Gのスタッフが待機エリアにて右写真のようなプラカードを持って
お待ちしております。

3. E&G語学学校はダバオ空港から車でおよそ15分の場所にあります。

4. 仮にお客様がE&Gスタッフに会うことができなかった場合（そのようなことは決
して起きませんが）、ダバオ空港の出口付近にいる白い制服を着ている警備
員に助けを求めてください。”I can’t find the person who is supposed 

to pick me up here, can you call or text him for me, please? ”

「私をここに迎えに来るべき人が今見つからないのですが、彼に電話かメールを
送って頂くことはできますか。」と聞いてください。

5. 緊急事態の場合、お客様はE&G語学学校のマネージャーに連絡してくださ
い。電話番号は0917-712-2970です。
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How to get to DAVAO (Cebu Pacific Air)

1. あなたの旅程表（eチケット）をセブパシフィック航空のチェックインカウン
ターに提出してください。

2. 仮にお客様が国際線（日本からマニラへ）と国内線（マニラからダバ
オへ）のフライトを一度に予約していれば、チェックインした際に2枚の航
空券を受け取ることができます。

3. フィリピン国外で購入したすべての持ち物（免税対象なものも含みま
す）はマニラ、ダバオ空港の双方に入る際に申告するのが義務となって
います。そのため、免税対象内の私物は免税店などで購入可能な
ショッピングバッグなどの小さな鞄にいれるのではなく、お客様の大きな鞄
に入れることをお勧め致します。そうすることでお買い物後の面倒な関税
手続きを避けることができます！



1. ほとんどのセブパシフィックの航空機はターミナル3に発着します。そのため日本からお客様のセブパシフィック航空機もターミナル3に到着します。

2. 飛行機から降りた後、入国審査を受けて頂く必要があります。（3ページ目を参照してください。）その後荷物受け取り場に進んで頂き、荷物を受け取り次第、関税手続きを
済ませ、荷物受け取り場の付近にあるチェックインカウンターにお客様の荷物を再度預けてください。

3. ターミナル3到着ロビーから出発ロビーへの移動の際、お客様は空港の建物の外に出て頂く必要はございません。そのまま、階段またはエスカレーターを使い３階にある出発口
へとお進みください。

How to get to DAVAO (Cebu Pacific Air)



1. お客様がマニラからダバオへの国内線の航空券を日本で受け取られている場合、航空券に記載されている3階フロアの搭乗口を探し、そこへ向かってください。乗り換えのために
建物の外へ出る必要はございません。）

2. チケットに記載されております搭乗口に進んでいただき、搭乗案内の放送をお待ちください。

How to get to DAVAO (Cebu Pacific Air)



How to get to DAVAO (Cebu Pacific Air)

1. ダバオ空港に到着後、荷物受け取り場へと進み、荷物を受け取った後、係
員による関税手続きを済ませてください。

2. 関税手続き終了後、お客様には空港の建物の外に出て頂く必要がございま
す。外にてE&Gのスタッフが待機エリアにて右写真のようなプラカードを持って
お待ちしております。

3. E&G語学学校はダバオ空港から車でおよそ15分の場所にあります。

4. 仮にお客様がE&Gスタッフに会うことができなかった場合（そのようなことは決
して起きませんが）、ダバオ空港の出口付近にいる白い制服を着ている警備
員に助けを求めてください。”I can’t find the person who is supposed 

to pick me up here, can you call or text him for me, please? ”

「私をここに迎えに来るべき人が今見つからないのですが、彼に電話かメールを
送って頂くことはできますか。」と聞いてください。

5. 緊急事態の場合、お客様はE&G語学学校のマネージャーに連絡してくださ
い。電話番号は0917-712-2970です。



1. ほとんどの国際線（フィリピンエアラインとセブパシフィックエアラインを除く)はマニラ発、マニラ着共にマニラ空港ターミナル1で運行されております。もし、国際線利用時マニラのターミナル1
到着の場合は、入国手続きを終えてから、ダバオへ向かうため国内線の違うターナルへ移動しなければなりません。その際、受託手荷物は一度取る必要がございます。(入国手続きに
関してはページ3を確認ください。)到着ロビーを出た後、お客様はターミナル2、3か4いずれかのターミナルに移動して頂く必要がございます。

2. もし、エアアジアで国際線利用しマニラへ、その後、セブパシフィックで国内線利用、ダバオへお越しの方は、違うターミナルへ移動する必要はございません。エアアジア国際線到着口は
ターミナル3です。

3. マニラからダバオへの国内線でフィリピン航空を使う場合、お客様はターミナル2に移動して頂く必要があります。

4. マニラからダバオへの国内線でセブパシフィック航空を使う場合、お客様はターミナル3に移動して頂く必要があります。

5. マニラからダバオへ国内線でエアアジア航空を使う場合、お客様はターミナル4に移動して頂く必要があります。したがっ、てエアアジアにての、国際線でマニラ、その後国内線でダバオへの
到着はオススメしておりません。

6. お客様の発着ターミナルについての情報はお客様の旅程表の中に記載されております。

7. 上記どれかのターミナルに到着して頂いた後、お客様には入国審査後、受託荷物を取っていただき、再度お使いになられる航空会社のチェックインカウンターで航空券の手続きをして
頂きます。マニラからダバオへの航空券を受け取り後、記載されている搭乗口に向かって頂くようお願いいたします。

How to get to DAVAO (Other airlines)



Airport shuttle bus

Metered taxi

Coupon taxi

1. 空港からのシャトルバスは20分から30分の間隔で運行しており、午前3時30分から翌日の1

時30分まで運行しております。運賃は20ペソです。そしてシャトルバスの停留所は以下の通り
です。

2. 時々、バスが全く来ないということがあります。20分以上経過した場合はバスを待つのを止
め、メトロタクシーを使ってください。

3. ターミナル1からのイエロー・マニラ・エアポート・タクシーを使った運賃表は以下の通りです。
Terminal2: 100ペソ
Terminal3: 130ペソ
Terminal4: 120ペソ

4. 運賃が固定されている「クーポンタクシー」も空港内のどこへでも行くことができます。クーポンタ
クシーの車内はとても清潔で綺麗です。しかし、イエロー・マニラ・エアポート・タクシーの3倍の
値段ですので、ご注意を。

How to transfer between terminals



パスポート＆eチケット:

- パスポートの残存期間は少なくとも6ケ月以上必要です。(滞在日数含む)

- eチケットは前もってプリントアウトしてください。

旅行保険:

フィリピンで高額の医療費を請求された場合に備えて保険に入ってください。

ドル、円、デビットカード:

フィリピンで使うカードにMaestro、Ｃirrus、VISA、JCB、PLUS等のマークがついているか確認してください。

ノートパソコン、スマートフォン、電子辞書、その他の電子機器: 

- これらのものは英語学習のために使いましょう。
- Ｗi-Fiは学校全体の敷地内で使用可能です。

服装:

- ウィンドブレーカーやカーディガンなど、短袖の上から羽織ることができるもの
- 1週間分の下着とタオル
`

個人の衛生用品:

- シャンプー、コンディショナー等はフィリピンで買うことができます。
- ドライヤーはありませんので必要であればお持ちください。
- 新入生に1ロールのトイレットペーパーを用意しています。

薬: 

薬を飲んでいるのであれば、処方薬を忘れないようにしてください。

What to prepare before leaving for Davao!


