
究極のQQクリーム
シワ、シミ、ハリにも効果あり★ 在タイ者から旅行者まで、リピーター多数 !!
世界中からNo,１の素材を集め、タイの日系ラボで製造。
コスメ研究家 IKKYUUさん考案の究極の美肌クリーム！

ボイスホビークラブにて
特別価格で販売中 !

美肌スキンケアセミナー無料ご招待!!　  
2/20（木）・3/13（金）・4/21（火）13:00-14:00　参加者にミニサイズ（B450）プレゼント!
☎02-119-7250～1（ボイスホビークラブ）

何故、QQクリームがオススメか？
それは、配合美肌成分のクオリティーの高さです。
●天然酵母から抽出した最高峰Q10を高濃度配合　
●世界一の美白成分　　　●無香料・無着色で安全、安心　
●スーパーヒアルロン酸　●日本製α―アルブチン配合
●フランス国立研究所のシワに効果の高い国際特許成分エキス
　　　　　　　●九州産トラフグ由来のマイクロコラーゲン
　　　　　　　●ハリと透明感の、タイ産プラエリアミリフィカ
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試してみて下さい！

ボイス★レンタルルームをご活用下さい！ボイス★レンタルルームをご活用下さい！
イベント・セミナー・打合せ・料理教室・個人練習　etc♪

大きな鏡と窓で
とても明るいスタジオ。

多目的に
ご利用下さい

２つの
キッチンには、

食器類も
完備しています

大小さまざまな
部屋は、

会議やセミナーにも
便利！

広告セットも

承り中★

ご利用の際はボイスのご利用規約に同意いただきます

見学受付中!!  ※要予約 ※料金など詳細はお電話にて ※駐車場あり
☎02-119-7250 ～ 1（ボイスホビークラブ）

ほねつぎは日本で
約100店舗展開。

年間762,867人の患者様に
喜んでいただいております!

　　　RQ49モール３階、スクンビット49
           （サミティヴェート病院の隣）
　　　月～土 9:00～20:00（最終受付19:30）｠ 
　　 日 9:00～17:00（最終受付16:30） 木曜定休　
☎095-961-3581（日本語）　　
　HONETSUGI 49　　ほねつぎスクンビット49　

ほねつぎ クリニック
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時間　
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Nihonmura Mall
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LINE@：@wcr6632c

新・無料セミナー＠ボイス
間違いだらけの産後骨盤矯正とホントの話
2/12(水)、3/10(火)、4/22(水)
お電話でご予約・お問い合わせ下さい★

要
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ク
!!

ご予約は LINE で♪

 
 

通常2,600バーツの治療が初回お試し1,000バーツ 1日1名様限定 
(4月30日まで)
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腰痛治療歴 
8年以上 

述べ1.5万回以上 
の治療実績

1つでも当てはまっていて、本当に良くなりたいと思っているあなたに特別な提案があります

柔道整復師 
院長 田中 美帆

症状により
保険での 
治療が可能
になりまし
た！！
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モノづくり
フェスタ

あなたの手作りが、みんなに笑顔を運びます

初めての方のご来場・ご出店、大歓迎♪
ボイスへのアクセスは２ページで確認！

第 12 回

2月25日（火） 
9:30~13:00

お誘い合わせの上
ご来場下さい!!

出店にご興味のある方！
プロ・アマ問わずお気軽に☆

詳細は下記を読み込んでネ

出店にご興味のある方！
プロ・アマ問わずお気軽に☆

詳細は下記を読み込んでネ

SHOP

FOOD
　初めて「フィリピン留学」という言葉を
聞いた人は誰もが「フィリピン留学って大
丈夫？」と思うはずです。と言うのも、以
前はフィリピンのイメージはよくありませ
んでした。しかし、最近ではイメージも払
拭され、注目が集まっています。
　フィリピン英語はとてもレベルが高いで
す。カリフォルニアにある Global English
社の英語を母国語としない人のビジネス英
語力調査で、156ヶ国中 3 年連続 No.1 を
取り続けた実力です。また、東南アジアで
も唯一の「ほとんどの国民が英語を話す国」
です。
　世界人口73億人中、英語を実用レベルで
使用しているのは 15 億人です。この中の 4
人に1人（25%）がネイティブで、残り75%
が第 2 言語として英語を使用している人た
ち。つまり、英語はもうネイティブと呼ばれ
る人のものではなく、世界のコミュニケー
ションツールとなっています。その数は更に
増えていく傾向にあります。

　フィリピン観光省が発表した数字による

と年間3.5万人がフィリピン留学に来られて
います。社会人、大学生、親子留学、子供単
独の留学、日本の私立中高一貫校の合宿と
いった様々な形でフィリピン留学を使って
英語力を磨いています。
　今までの「欧米の英語留学」と言うと、「遠
い」「高い」「グループレッスン」というイメー
ジですが、それらを全て払拭したのがフィリ
ピン留学です。東南アジアにあり、とても近
い。また、金額も欧米からすると遥かに安く、
4週間で約20万円（寮、授業、食事込み）で、
期間も1週間単位で来ることが出来ます。
　フィリピン留学のおかげで、今までは時間
がたくさんある大学生のみが経験できた英
語留学が、誰もが 1 週間から手軽に来られ
るものになりました。

　当校での通常の留学期間中は、朝 8 時か
ら17時まで1日8時間の勉強量となります。
しかも、マンツーマン 6 時間、グループレッ
スン2時間という密度の濃い授業です。
　英語はマンツーマンでなければ伸びづら
いです。英語というのはインプットしたもの
をいかにアウトプットするかが上達のポイン
トとなります。アウトプットの量が多ければ
多いほど上達していきます。

　マンツーマンレッスンはアウトプットがと
てもしやすく、英語習得の最大の近道となり
ます。また、グループレッスン（2 時間）で
はディベートやプレゼンテーションという
「日本人が苦手」で「どうしても社会で必要」
なものに絞っています。

　英語は今後、更に必須となります。どん
な産業にいても、海外に関わりがないこと
はありません。むしろ、積極的に海外と関
わっていくことで自分のチャンスが広がっ
ていきます。
　以前はパソコンが使えなくても仕事が出
来ましたが、今ではパソコンスキルなしでは
仕事に就けません。次はプログラミングや
英語力になります。実際に日本では「英語が
出来ないと給与が上がらない」という時代に
突入しています。
　また、英語を身につける途中で「忍耐力」
「自信」「素直な心」が身につき、「脳の活性
化」にも繋がります。これは英語に限った
ことではなく、勉強を通していろんな付加
価値が自分についてくるのです。
　ぜひ、多くの日本人にフィリピン留学に来
てもらって、英語力を上げてもらいたいと
思っています。

Professional’s FACE

本多正治（ほんだしょうじ）

•First English Global College 経営　

•明光義塾 広島地区 9教室 経営

•特定非営利活動法人留学協会認定 海外留学アドバイザー

•広島WAOJE 元会長　

•BBT 大学大学院修了（MBA）

持論「英語は続ける仕組みが最も大切」の仕組みを
提供する一方で、世界中を移動しながら学生から年
配者に至るまでの「夢の創造と実現」を支援。

※第13回は、
5/28(木)に
開催♥

おもなスケジュール
3/26(木) 

27(金)
 28(土) 
29(日) 
30(月) 
31(火) 
4/1(水) 

2(木)
3(金) 
4(土) 

バンコクよりセブへ→パーティ

レベルテスト・オリエンテーションウエルカムパーティー

 1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム 

 1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム 

ボランティア活動+ショッピング+学校の宿題タイム 

 1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム

 1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム 

1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム 

アイランドホッピング、卒業式&卒業パーティ 

セブからバンコクへ

4/5(日) 
6(月) 
7(火)
8(水)
 9(木)
10(金)
11(土)
12(日)
13(月)
14(火)

PR739(セブ着6:25)午後からオリエンテーション

1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム

1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム

アイランドホッピング

1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム

1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム

ボランティア+ホテルデイユース

1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム

1日8コマ 英語レッスン+学校の宿題タイム

レベルテスト・卒業式 PR738(セブ発21:20)

おもなスケジュール

info.bkk@firstenglish.jp

どんな人がフィリピン留学に
来ているの？

フィリピン英語って大丈夫なの？

これからの時代に必要なスキルは？

留学中の1日の流れは？

セブ島英語留学のススメ

Amazon第2位！

●日程：3/26(木)～4/4(土)
●対象：小1～高3　　　●料金：233,800円　
●申込締切：2/25(火)

日本出発と合同のジュニアキャンプ

通年OKの個別留学（大人・子供）

●日程：4/5(日)～4/14(火)
●対象：小1～高3　　　●料金：199,000円
●申込締切：2/29(土)

バンコク出発！ジュニアキャンプ

※費用に含まれるもの・含まれないもの等、詳細はお問合せ下さい。

パパ・ママもレッスンを
受けたい方は、保護者
付き添いプランもあり♥

ソンクラン休みに
合わせた特別企画★

資料請求

お問合せ
ボイスホビークラブ受付まで

日本語でお気軽に
お問合せ下さい♪

本多さん経営の
英会話学校

お好きな時期に1週間から個別留学が可能です★

開催決定!! 開催決定!!
10 時間授業＆
アクティビティ！

レッスン内容やスケジュールも個々でアレンジが可能ですので、お気軽にメールでご相談下さい♪

無料説明会
2/11(火)・2/17(月)

11:00～12:00
13:00～14:00
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