
 
 

フィリピンの文化観光資源の紹介 
 
 
 
  ２０１５年６月１９日 
  

フィリピン観光省 
   横山 泰彦 



フィリピン観光親善大使に 
女優秋元才加さん就任 

 
  

  

２０１４年６月コンラッド東京
でのフィリピン観光省ラモン  

ヒメネス長官との就任式 



2014 シェア 2013 前年比 

1.韓国 1,175,472 24.32 1,165,789 0.83 

2.米国 722,750 14.95 674,564 7.14 

3.日本 463,744 9.59 433,705 6.93 

4.中国 394,961 8.17 426,352 -7.37 

5.オーストラリア 224,784 4.65 213,023 5.52 

合計 4,833,368     100.0 4,681,307             
3.25 

国別ランキング 

２０１４年フィリピン入国者数 
国別ランキング 



2015 シェア 前年比 

1.韓国 361,480  25.97 20.40 

2.米国 214,057 15.38 7.32 

3.日本 130,374 9.37 8.69 

4.中国 93,043 6.68 -31.95 

5.オーストラリア 62,899 4.52 5.76 

合計 1,391,836           
100.0 

            
6.26 

国別ランキング 

２０１５年１月-３月フィリピン入国者数 
国別ランキング 



◆ 日本から直行便で 約4時間 

◆ 時差は 1時間 

◆ 1年中 温暖な気候 (平均27-28度) 

◆ 美しい ビーチ、ダイビングスポットが多い 

◆ 物価が安い 

◆ 豊富なトロピカルフルーツ 

◆ おいしい食事 や 飲み物 
(デザート、ビール、ラム、ジンなど) 

◆ フィリピーノのホスピタリティ 
(敬老の精神、アジアのラテンと呼ばれる陽気さ) 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



新規オープン予定施設 
マニラ        ボニファシオ グローバルシティ地区 

コンラッド マニラ（２０１５）、グランドハイアット（２０１５）、シャングリラ （２０１５）５７７室 

リゾートワールド － ヒルトン、シェラトン建設中 

エンターテインメンント シティ地区 （大型統合リゾート４件） 

１）ソレア リゾート＆カジノ（２０１３年オープン済み） 

２）シテイ オブ ドリームス マニラ（２０１５）ノブホテル、クラウンタワーズ、ハイアット 

３）マニラ ベイ リゾーツ（２０１7）ホテル オークラ（３８０室）、ウエスティンなど 

４）リゾートワールドベイショア（２０１８） 

セブ 

マンダウエ市 Ｊ－センター 東横イン（２０１５）５００室 

マクタン ニュータウン プロジェクトーメガワールド（２０１８）リッチモンド、 

サボイ ホテル、ショッピングモール、コンドミニアムなどの総合開発 

 

 



歴史 

 

マレー系民族の血縁関係中心のバランガイ(集落)が散在し、 

日本を含む中国、近隣諸国と交易があった。 

 

 

スペインの文化と伝統は言語を含め日常生活に根強く残る、 

また、メキシコ間のガレオン船貿易が始まった。 

 

 

英語、近代的公教育制度や司法制度などの民主主義国家の基盤を

整備した。 

1. スペイン統治以前 【1521年以前】 

2. スペイン統治時代 【1521年～1898年】 

3. アメリカ統治時代 【1898年～1945年】 

4. 独立以後 【1945年以降】 



文化 

◆ 7,107の島々で111の言語、文

化、民族グループがあり、 

87の言語が話されている。 

◆多様な人種 / 民族 

◆宗教  

キリスト教 

  伝統的アミニズム(精霊信仰) 

イスラム教 

◆国民性  

フィリピーノ ホスピタリティ 

東洋のラテン 

 

http://powerplantmall.multiply.com/


3. 食 

主食は米で、新鮮な魚介類を使っ
たものが多い。また、ビールやラ
ム、ジン、デザート類も欠かせな
い。フィリピンを訪れた際にはぜ
ひ現地の味をお楽しみください。 

フィリピン料理 



3. 食 

温暖な気候で育つフルーツです。 

・マンゴー ・パイナップル 

・バナナ ・パパイヤ 

・ドリアン ・マンゴスティン 

 

 
 

ダイニングでは、シーフード・中
華・日本・韓国・イタリア・フィ
リピンと、世界各国の料理が充実
しています。デザート、トロピカ
ルフルーツも豊富です。 

ダイニング 

種類豊富なトロピカルフルーツ 



4. 自然 

温暖な気候のフィリピンならではのダイナミックな自然環境では、 
珍しい植物や動物も数多く生息しています。 



7. 海 

一面に広がる美しい海はフィリピンの大きな魅力のひとつです。 

•スキューバダイビング 

•スノーケリング 

•ジェットスキー 

•バナナボート 

•サーフィン 

•パラセイリング 

•シーウォーカー 

•アイランドピクニック 

•クルージング  他 

多彩なマリンアクティビティ 



世界遺産 

◆ヴィガン歴史地区(文化遺産) 

スペイン統治時の16世紀に中国、メキシコなどの影響を受けた独特の風合いの町並み 

◆コルディレラ棚田群(文化遺産)  

2.000年以上前に作られたといわれ、山岳民族のイフガオ族により継承されてきた。全長約20.000ｋ

ｍ 

◆バロック様式の教会群(文化遺産)  

スペイン植民地支配の時代にカトリック信仰の要として建造された強固なバロック様式石造教会群 

(ルソン島～パオアイ、サンタマリア、マニラーサン・アグスチン教会、パナイ島～ミアガオ) 

◆トゥバタハ リーフ海中公園(自然遺産) 

マンタやアオウミガメなど多種多様な生物や東南アジア最大の珊瑚礁群 

◆プエルト プリンセサ地下河川国立公園(自然遺産)  

最後の秘境といわれるパラワンにある世界最長8ｋｍを超える地下河川  

◆ハミギタン山岳地帯野生動物保護区(自然遺産)  

３４１種の絶滅種を含む1,380種の動植物が生息する森林 

 

 



フィリピンでの 
ロングステイ、リタイアメント 

フィリピン退職庁では、1985年より特別移住退職者ビザを全ての外国

人向けに提供しています。多くの特典があり、現在日本人は約2,408

名が取得しています。（トータル27,268名） 

フィリピンの魅力 

 1. 日本から近く、時差が1時間 

 2. 一年中温暖な気候 

 3. 物価が安い 

 4. 施設が多くある(温泉地を含め) 

 5. 親日家が多い 

 6. 敬老の精神と暖かでフレンドリーな人々 



フィリピンでの 
ロングステイ、リタイアメント 

１）ＳＲＲＶ ＣＬＡＳＳＩＣ 

 

 

 

 

1) 据置期間 投資への転換はビザの発行から30日間 

2) 投資対象 US$50,000以上で定期貯金の投資対象は下記に限定 

a. コンドミニアムの購入 

b. 20年以上の長期借家 

SRRV SMILE,SRRV HUMAN TOUCH,SRRV COURTESY。 

年齢 旧規制 新規制 

35～49歳 US＄75,000 US＄50,000 

50歳以上 US＄50,000 US＄20,000 

特別移住退職者ビザ (SRRV) 



インナービューティー アウタービューティー 

“フィリピンはカラダにいい” 



医療観光 
ヘルス・メディカル ツーリズム 

多くお金を使い、より長く滞在する医療と観光が結びついたもので、

外国からの投資を誘い、地域の医療レベルも改善される。 

医療観光促進の3つの理由 

本国では得られない治療 本国で受けるよりも上質 同様であっても安い 

歯の治療、審美、矯正やレーザーでのシミ取り、脱毛、近眼、老眼矯

正、植毛、人間ドック、美容整形等多種多様な可能性がある。 

また、日比のEPA(経済連携協定)でフィリピン人看護士、介護福祉士  

の労働市場開放は医療観光促進の弾みとなる。 

過去５年で７８４名来日 



医療観光     ヘルス・メディカルツーリズム 

国際医療評価機関が勧めるＪＣＩ認証は医療サービスのグローバルス

タンダードとして認識されています。 

全世界の医療機関を対象とし、患者の安全と良質な医療サービス提供

が目的で、１１分野１，０３３項目の評価を受けなければならない。 

メディカルツーリズムで病院を選ぶ有力な判断材料の一つです。 

 

日本では亀田総合病院、聖路加国際病院など１０施設が認証を受けて

いる。 

フィリピンでは、セブのChong Hua ,マニラのSt Luke’s Global & 

Quezon、ASIAN Hospital（ゴルフ リハビリ）,Makati Medicalと

The Medical Cityの６施設が認証を受けてます。ＪＨＤが日本人アシ

ストをしてくれます。 

その他日本語対応可能な東京ヘルスリンク、神戸クリニックなど 

 



医療観光 
ホリスティック医療 

人間が本来持っている自然治癒力を引き出して病気や体の不調を治す。 

精神、身体、環境が最適な状態で調和する状態。 

ザ・ファームのヘルスリゾートで

は血液検査など医師の診断を受け、

それぞれの体にあった治療プログ

ラムを受ける。 

有機栽培された植物性食品をとり

ながら、自然の中でマッサージを

受けたりヨガを行ったりする。 



癒 

アジア最大級のチ・スパをはじめ、それぞれリゾートには趣向を凝ら
した新たなスパがオープンしています。 
また、市内にも気軽に体験できる施設が多くあります。 



医療観光 
ヒロット マッサージ 
フィリピンの伝統的マッサージ療法“ヒロット”は5世紀ごろからの長い

歴史があり、神からの贈り物といわれています。 

ヒロットは“優しく触る”という意味があります。妊婦の体調を整える

など伝統医療のひとつです。 

 

民間医療でいうピライ(神経や血

管が塞がった状態)やラミグ(筋

肉や関節が冷えた状態)から解放

することを目指す施術で、バー

ジン ココナッツオイルを手に塗

り揉みほぐします。 

現在では健康のため、血流を整

えるトリートメント自体も意味

するようになりました。 



教育旅行(エジュケーショナルツーリズム) 

フィリピンは英語が公用語で、世界で3番目の英語国 

主流派はマンツーマン(個人指導)なので上達が早い！ 

本格的留学、ロングステイのための入門コースとして 

セブ島では物価も安く、マリンスポーツも楽しめる 

現在、英語教育の場としても注目されていいます。 



教育旅行(エジュケーショナルツーリズム) 

アメリカ・カリフォルニア州のグローバルイングリッシュ社は４月 

「ビジネス英語指数（BEI-Business English Index）」の 

２０１３年版を発表しました。 

• ＢＥＩは、非ネイティブスピーカーの実際的なビジネス英語能力を
国別に評価することから、グローバル企業が拠点を置く際に考
慮するひとつの指標である。 

• BEIは世界７８の国と地域、１３７，０００人を対象に調査 

最もスコアが高かったフィリピンは7.95点で、その他上位は 

ノルウエー(7.06)、オランダ(7.03)などヨーロッパが占め、 

日本は4.29点 

•   

 



ＢＰＯ 

ＢＰＯ（ビジネス プロセス アウトソーシング）市場で
フィリピンは世界２位の規模で、特にコールセンター部門
では昨年世界最大規模となりました。（デル、ＩＢＭ、シ
ティバンクなど） 

これは英会話能力、豊富な人材、通信インフラ、進出企業

への優遇制度、ＢＰＯの主な発注元である米国と文化的に共通
点があることなどが優位な条件であるためです。 

オンライン英会話 

また、最近は国内のオンライン英会話で、スカイプなどを
使用して、フィリピン人講師が教える学校が７０校ほどに
増えています。 フィリピン渡航する前に、また、フィリ
ピン英語に慣れるために必要かと思われます。 

 

教育旅行(エジュケーショナルツーリズム) 



渡航者への注意事項 

•ビザの種類 

 観光、短期商用、退職者用 

•パスポートの残存期間について 

•WEG 

 15歳未満の未成年者が単独または親の付き添いなしで渡航する場合 

•新旧出入国カード 

•税関 

 免税の範囲、外貨の持込み、持出し 

•空港での搭乗手続きは早めにすること 

•フィリピン国内の治安、衛生一般 



THANK YOU 


