
情報請求ありがとうございます。

このフィリピンレポートでは、5 つお伝えしたいと思います。

まずコロナ後のフィリピンの状況。

次に、日本人がフィリピンと2拠点生活をしたり移住するときのハードルをお伝えしま

す。さらに、そのハードルを解決する方法について語ります。

次に、今まで読者さんから聞かれて多くの人が知りたがっていること

について回答します。

次に僕自身のストーリーです。日本にいた僕がどうしてフィリピンに移住することになったのか、

そしてなぜそれが可能になったのかという実際のお話です。

最後に、フィリピン人女性、フィリピーナの魅力についてです。



■コロナ後のフィリピンの状況

コロナで2年以上ロックダウンと国境の閉鎖を行っていたフィリピンですが、2022年2月以降は観
光客の受け入れも再開し、リタイアメントビザ・クォータービザなど永住権の申請手続きはともに

スムーズに進んでいます。

ただし長期ビザの申請条件が改悪されたりと、フィリピンあるあるの変更がありますので詳細は

DANにお聞きください。

ドゥテルテ大統領からの変更があったりと何かと変化が続きますが、日本から最も近い南国フィリ

ピンは相変わらず楽しく快適に過ごせる場所です。

今後のご自身の人生にとって南国フィリピンを加えることは楽しみが増すことを心の余裕が生ま

れることは間違いありません。

年を重ねるごとに難儀になる国際間の移動や時差を考えると、日本から直行便で4時間以内、時
差1時間の南国の楽園は重宝しない手はありえません。

今後もフィリピンの人口増加と経済成長は進み、僕が専門にしているフィリピン不動産投資や事

業投資など、海外投資で利益を得られる可能性はどんどん増していくことでしょう。

■ フィリピンとの2拠点生活、移住する際のハードルとは

次に、フィリピンに移住するハードルです。

これはビザ・言葉・環境・仕事に分けて話します。

まずビザですが、これからどうなるか分からないものの、現状は観光ビザを現地で更新

すれば、 3年連続でフィリピンに滞在できます。更新にかかるのは日本円で7,000円程
度、面倒なら 現地でエージェントに頼んで代行してもらうこともできます。



連続で3年いられる国はなかなかないので、移住のハードルは低いです。200万円
程度で リタイヤメントビザが取れる国も他にはありません。現地人と結婚すればもち
ろん配偶者ビザが取れます。

そして言葉ですが、あまり知られていませんがアメリカ、イギリスに次ぐ世界第3位の英語
国です。日本に最も近い英語圏ですね。

アメリカ人も認めるきれいなクセのない英語を話すのがフィリピン人の特徴で、よほど学が

なかったり田舎の住人でなければ皆が英語を理解し話します。わかりやすい英語なので、

日本人のあなたが普通にコミュニケーションをとるには問題がないです。

環境ですが、基本的には親日国なので日本人に対して親切にしてくれます。中国人と韓国

人があまりにも嫌われているので（笑）相対的に日本人が好かれています。

そして歳の差を気にしない文化なので、日本人、特に僕のように40代以上の男性
には天国のような場所です（笑）。

僕も19歳や20代の女性と何度も付き合ったりしています。「愛があれば年の差なん
て」を地でいっている、日本とはだいぶ価値観の違う国ですね。

看板や公文書等は英語なので、日本人にもとっつきやすいのが特徴です。

そして物価は日本の3分の1から10分の1。特に人件費が安く、タクシー初乗り約100
円、 髪を切るのも現地のサロンなら200円以下。マッサージは1時間全身で500円程
度。

食べ物も1食200円ほどで済みます。

僕のように一人暮らしだとちゃんとしたコンドミニアムを借りても１ヶ月10万円かかりません。



何より僕が移住した理由でもある花粉症がないこと、年間平均気温27度くらいで快
適。 衣食住すべてにお金かからないのです。

電気代だけが唯一高く、日本と同じくらいですが・・・

最後に、最も高いハードルとなるのが仕事、つまり収入です。現地で採用されるのはお勧めしま

せん。

賃金が安いこと、休みが少ないこと、海外で週6で働くと結局はずっと建物の中にいることにな
ります。 日本の労働環境のようなストレスはないにしても、思いっきり海外を楽しめない感じに
なります。

しかも日本企業だったり日本人の多い場所だと、結局日本と同じような人間関係に悩まされる

ことになります。

ですので、あなた自身のビジネスを持って気楽に生きることをお勧めしたいです。

■移住先でも安定収入を得る手段

気楽な移住を可能にしてくれるのが、ニュースレターでお伝えしているインターネットビジ

ネスです。   僕自身ができたので、もちろんあなたにもできます。

インターネットビジネスがあれば、パソコン1台で、日本円で日本と同じ水準でお金を得る
ことが できるので、生活費だけを下げて楽に過ごすことができます。

そして時間に追われることもありません。

インターネットビジネスを選ぶコツとしては、物販を選ばないことです。



配送、輸送がなど物理的な労働が入ると時間と場所の自由を謳歌できなくなります。あなたの

知識や経験、価値観を発信し、求められていること、相手が知りたいことを お金に換える「情報

発信ビジネス」が何よりお勧めです。

この情報発信ビジネスはブログ・メルマガ、youtubeやLINEを使った手法ですが、メール本文で

詳しく紹介しています。

そして何より、フィリピンなど海外の投資で資産を大きくしていくことが重要です。

とにかく伝えたいのは、フィリピンにしてもあなたの望む国に住むにしても、言葉やビザの問題

はきちんと向き合えば解決できること・・・思い込みが勝手にハードルを高くしているということが

言えます。

そして、やはり一番問題になるのは現地での収入、安定した仕事です。これはやはりインター

ネットビジネスと投資で解決したいところです。

僕がその力になれたら幸いです。

ニュースレター本編で具体的な手段をお伝えしていきますので、楽しみにしていてください。

■読者さんから頂いた質問（フィリピンに関すること）



★部屋を借りるのに必要なこと

意外と聞かれることに「フィリピンで部屋を借りるにはどうすればいいですか」 という質問があり
ます。

まず、必ずある程度都市部のコンドミニアムを選んでください。

24 時間ガードマンがいる建物です。

日本人は外国人として目立つので、生活パターンが知られて狙われるということが起こり

えます。 ですので、ある程度都市部のコンドミニアムがいいです。

賃貸契約には、フィリピンに銀行口座があり、そこが発行する小切手で分割して払うとい

うのが 一般的ですが、自分は初めて借りた時銀行口座を持っていなかったので、先に

3 ヶ月分をまとめて払う、そして 3 ヶ月ごとに払うという形で大丈夫でした。

パスポートで身分証明できれば、後はオーナーとの交渉になります。 この点日本人は

信頼されるので有利です。

★フィリピンに銀行口座を持ちたいが・・・



フィリピンで銀行口座を持ちたいという人が増えていますが、観光ビザだけの場合通常はでき

ないので すが、僕のコネクションで、フィリピンに住所があれば 2 万円ほどを払って準備する

ことが可能ですので個別に相談してください。

基本的には、就労ビザまたはリタイアメントビザなどの長期滞在ビザが必要になります。

後はクレジットカードでいつでも現金を現地で引き出せる形にしておきたいところです。

フィリピンはまだ現金社会ですが、ATM で現地通貨を引き出せると便利です。

日本に口座があるのなら、デビットカードも便利です。直接 ATM からフィリピンペソで引き出
すことができます。

日本のように土日夜間は手数料がかかるといったこともなく、

24 時間いつでも自由に引き出せます。

★携帯電話やインターネットはどうする？



フィリピンで携帯を持つのは簡単です。数百円で SIM カードを手に入れることができるので、日
本からSIM フリーのスマホを持っていけば、それに差し込んですぐに電話番号とインターネット
が使える環境を取得できます。

携帯でのインターネットはプリペイド式で、ロード

つまり使える残高をチャージして使う形になります。

そして自分のように自宅でインターネットビジネスをする場合は、ポストペイド、つまり固定回線

を引くことがお勧めです。これは不動産エージェントに頼むなどすれば紹介してくれます。月に

3,000 円程度です。

フィリピンは後進国ですが、こうした固定回線ならスピードは全く問題ありません。

★フィリピンで過ごす場合の注意点

注意点としては、現地に溶け込んでいる日本人は投資詐欺を持ち込んでくる可能性があ

るので むやみに知り合いにならないことです。後は日本語がうまかったりするフィリピン人
は

日本人を相手に騙そうとしてくることがあるので、やはり不用意に知り合いにならないでくださ

い。

よくわからない人の家にいきなり行くなど論外です。賭博詐欺なんかも時々被害があります。

フィリピン人の特徴ですが、基本的に外国人にはシャイなので普通は向こうから話しかけてく

ることは ありません。ですので、話しかけてくる人は何か魂胆があると思ってください。



そして、フィリピン人男女に対しては人前で恥をかかせるようなことをしないでください。

普通に楽しく暮らしていれば問題ない国です。

基本的な言葉を覚えて最低限のコミュニケーションをできるようにする、この国の文化を知っ

ておく・・・    どの国に住んでも当然のことなのですが、フィリピンも当たり前のことを知ってい
れば怖くはありません。

★参考になるサイト

フィリピンについてのサイトはいろいろあるのですが、フィリピンプライマーというのが  信頼できる
ポータルサイトとして役立ちます。

後はマニラ・セブには日本人会がありますが、わざわざ海外に行って日本人とつるむのが

嫌いなら  特にこだわる必要はありません。ただコロナのようなパンデミックなど非常時に情
報収集が早かったり助けになることがあります。僕もセブの日本人会にはコロナの際お世

話になりました。

■どうしてフィリピンに移住できたのか



僕自身のフィリピン移住の話です。

自分の場合は、初めて行った海外がインドで、しかもインドは日本人でもビザがないと入れ

ない国。  いきなりビジネスビザを取ってインドに行ったという、かなり変わった日本人です。

そして、インドに行った同じ年の秋フィリピンのマニラに立つことになります。

インドでのビジネスは、アメリカ製日用品の訪問販売のビジネス。世界的に展開している

会社の  エージェントとして、これから中国以上に人口も経済も伸びると当時から言われ
ていたインドで  展開する話が来たためです。

そのために、自分が日本で続けていたオンライン英会話で出会いがあり

ました。 それがマリクリスというフィリピン女性です。

画面を見ながら話すオンライン英会話ですが、彼女はとてもかわいい人で、マリクリスでフィリ

ピン人に好印象を持ちました。自分はフィリピンパブにも行ったことがなく、それまでフィリピン

人と言われても    全く具体的なイメージがなかったんです。

そして素直にフィリピンに行きたいと思いました。彼女も自分のことをまんざらでもなさそうで、授

業以外でもマメに連絡をくれて、会ったこともないのにほとんど付き合っているような感覚でし

た。

今はオンライン英会話でそういったプライベートなやりとりを厳しく規制するところも増えて

いますが、  この当時はかなり緩かったです。



そして、メアリーグレイスというかわいらしい女の先生にも出会いました。 この2人だけで
フィリピンに行くモチベーションは充分でしたね（笑）。

それもあって、フィリピンでやはり同じアメリカ製訪問販売の仕事の話が来たときに、迷うことなく

「行く」と答えました。

そして、11月のマニラに降り立ちます。

もちろん一番会いたかったのはマリクリスですが・・・会ってみたらとても体格の良い大

きな女性であることをそこで知り愕然とします（苦笑）。

しかも彼女は、自分に聞いてくることもなくいきなりイトコ3人を連れてきて（フィリピンあるあるで

す）、カラオケに行きたいと言い出します。

フィリピンは安いと聞いていたのですが、マカティという都市で、しかも外国人向けのお店

だったことも あって、むしろ日本よりも高くついた夜でした。それでも楽しかったのですが。

マリクリスとは付き合う気にはなれませんでした。

一方、この同じ滞在期間中にメアリーグレイスとも会うことができました。

彼女は逆に、思っていたよりも小柄で画面越しよりも美人でした。自然とお互い 惹かれ合うよう
になります。

彼女はミンドロ島から仕事のために出てきている自立した女性でした。 一夜を共にしてしまいま
すが、この時の僕は銀座でまだ会計事務所の仕事を手伝っており、後ろ髪引かれる思いで 数
日の滞在を終えます。



もうフィリピンに住みたい気持ち満々でした。

銀座での仕事は税理士さんの会計処理や税務報告を手伝うのですが、単調な作業で

あり、  またその人がとても感情的でイライラしていることが多く、苦痛でしかなかったん
です。

頭にヤシの木が生えたまま、フィリピンに戻りたい一心で淡々と無機質な日を過ごしていまし

た。

そんな中、当時日本で付き合っていた女性が僕のクレジットカードを勝手に使い込む事件が発

覚。

気づいたらアクセサリーやスマホ、タブレットなどを転売のために買い込み、また友達と

居酒屋で飲みまくり（笑）借金は350万円近くになっていました。

アメックスから連絡が来てようやく知ることに・・・ そして彼女はとんずらしました（苦笑）。

僕の名義なので当然僕の負債になります。催促の電話がガンガンかかってきます。

耐えかねて司法書士に相談しましたが、自己破産するには車など財産を持っていってはいけ

ないなど様々な条件があり、結局債務整理をして分割で払っていくことになりました。

彼女を信じてしまいカードを預けていた自らの過失ですが・・もう何も楽しくない日々です。



こんな中、フィリピンのことを検索していた時にオンラインで出会ったのが、 マレーシアからフィ
リピンに移住して住んでいた日本人の M さんです。

後にメンターとなる彼ですが、彼は僕が育った同じ埼玉出身で、もともとパワハラに遭い 自分
でインターネットビジネスを勉強して独立し、東南アジアに移住した人でした。

一回りも年下ですが、素直にかっこいいと思いました。

そして、この時に彼がやっていたインターネットビジネスに興味を持ちます。

自分はマーケティングの世界にはいましたが、インターネットだけで全て完結する、

どこにいてもお金が入る、IT を使って自動化できるので自分が遊んでいる時でも収入が入り
続けるなど、その自由度の高さに魅了されました。ぜひ学んでみたいと思いました。

そして彼からインターネットビジネス、具体的には情報発信ビジネスを学びます。

当然わからないことだらけで、調べながら、要領の良くない自分なのでとにかく時間も

かかり、失敗の連続。

それでも、半年後には初めて報酬を得ることができたんです。

それを、海外投資に回すことで資産は大きくなっていきます。



そして、その3ヶ月後には信じられないことに、自分はもうフィリピンに部屋を借りて住んでいまし
た。

フィリピンに移ってもインターネットビジネスの仕事は続けていましたが、作業を減らして

も収入は   逆に増えていく・・・いわゆるレバレッジをきかせられるのが IT の恩恵です。

毎日マッサージを受け、コンドミニアムのプールで泳ぎ、夜は飲んだりビリヤードをし

たり女性と  デートするという、まさに描いていた生活が実現しました。

そう、ただパソコンの前でキーボードを打っているだけで・・・

「同じ努力でも、何を選ぶかでこんなに結果に差が出るんだ

なぁ・・・」 そう心底思いました。

ちなみに、このフィリピンでは治安についての不安の声をよく耳にし

ます。 ただ、自分が怖い目にあったことはありません。

一つだけ、後から考えて怖いという経験が。ケソンプロビンスという田舎に仲間と行っ

た時に、NPA とという現地にいるテロリストと遭遇しました。

これは後から知ったことなのですが、どうやら僕たちを殺して 生贄として捧げるつもり
だったそうです。

なんとなく雰囲気が悪かったので早々に立ち去ったのですが、 あのままいたら次の日
の朝を迎えられなかったらしいです。



フィリピン人の仲間数十人に対して、日本人は僕1人。しかも、深夜の山の中を歩かさ
れ、岩の間の水たまりに頭までに入り、彼らの言うとおりにしました・・・

あれが洗礼とも知らずに。

知らない土地に不用意に行くようなことがなければ

僕のような体験とは無縁なので、大丈夫です。

どうして自分がフィリピンに移住できたのかを考えてみると、 オンライン英会話で先に友達をつ

くっていたため、行ってすぐに孤独にならないですんだこと。

基本的な英会話はある程度身に付けていたこと。

インターネットビジネスを学んで現地での収入を手に入れたこと。

海外投資を続けたこと。

これらが大きかったと思います。

後は、マザコンの自分には片道4,5時間で行ける国なのでいつでも気軽に帰ってこれると
いうのも心理的に大きかったと思います。これが地球の裏側の南米あたりだったら、

また違った感覚だったでしょう（笑）。



いろいろありながらも、フィリピンでは楽しく暮らしています。

日々の様子はまたニュースレターの中でお伝えしていこうと思います。

■フィリピーナの特徴と魅力

・やきもち焼き

フィリピン人の性格として意外と有名です。

思いっきり顔に出す人もいれば、顔には出ないが中でフツフツと熱くなっている人もいます

（笑）。

例えば、会社で上司が特定の部下を皆の前で褒めるようなことがあれば例え男子でもやきもち

が顔に出ていることも。

・フレンドリー

さすが、スペインやアメリカの血を引いている民族。



新宿や神奈川、そしてフィリピンでも何度か教会のミサに参加しましたが

お互いがすぐ友達になっていますし、外国人の僕もすぐに受け入れてくれます。

盛り上がりすぎて、アフターの野外カラオケ（ビデオケという）パーティで 何曲か英語の歌を披露

することに（笑）。

・時間を守らない

フィリピンタイムと呼ばれ、連絡なしで3時間マカティで待った経験があります。  雨や、マニラの
渋滞は都合のいい言い訳（笑）。

これは、フィリピンに限ったことではなく、日本人が特殊なのかもしれません。 インドタイムという
のも存在しますので（笑）。

・盛り上がり上手

一度、彼らと歌いに行くか一緒に飲めば分かります（笑）。

・おしゃべり好き

南国のイメージ通り、明るいのは確か。

基本は明るいのですが、一方で気分の上下があることも少し長く付き合うと分かります。



ただ自殺率がアジアで一番低いことからも分かるように、ネガティブな感情はあまり長く引きずら

ないようです。

話を聞いてもらうのが好きなようで、あなたが聞き上手なら、たぶん

ずっと話し続けていますし（笑）、あなたに必ず好感を持つはずです。

・急に連絡してくる

思い出したように連絡してくることしばしば（笑）。

簡単に人と絶交することはないですし、時間が経つと許してくれていたり。基本は人を大切にし

ます。

・見栄っ張り

意外かもしれませんが、そんなところは

クリスマスなど何かのイベントのときに見ることができます。

フィリピンではお金が厳しい人がほとんどですが、例えばクリスマスと年越しの前にはお金を借

りてでもデコレーションをして、よい食材を揃えて家族や友達とそれを楽しみ、後のことは後で考

える・・・

なんて人が多かったりします。



人を見た目で判断することも多いので、フィリピン人と何か大切な仕事で会うときは、少し服装

や持ち物に気をつけるとうまく話が進むかもしれません。

・匂いに敏感

綺麗好きな人が多いので、体臭や口臭など匂いに敏感です。

・おしゃれな人が多い

現地に行けば分かりますが、ファッショナブルな人が街を歩いています。

先日マニラ以来で日本で再会したディーも、まるでモデルさんのようで東京の街に違和感なく溶

け込んでいましたね。

・アジアの中でも勤勉

さぼっている人が目立つのも確かですが（笑）、例えばレストランの コアタイムなど忙しい時間
は、けっこうテキパキと動いています。

場の空気を読んで必要なときに協力し合いながら動けるのは、マレーシアなど他の国よりも一

歩上をいっている印象です。

・家族思い

とにかく家族大好き。日本の昭和のような、古き良き時代を見ている感じです。

OFW（海外で働くフィリピン人）としてフィリピンを出るとほとんど皆ホームシックになっています。



・ホスピタリティ

個人的には、フィリピン人とたくさん付き合って分かった 彼らの性格としてはこれが最大の魅力
だと感じます。

周りで困っている人がいたら、ほっとけない性格。

例えば通りでおばあちゃんが何か立ち往生して困っていたら、車を止めて助けに行きます。

介護の能力が世界一認められていて、日本人も彼らに看取ってもらうことが将来増えると言わ

れているのは、こういった性格があるからでしょう。

フィリピン人女性は、あなたが一途に付き合うとしっかり尽くしてくれますが、 いい加減だと浮気
もします。僕もされました（笑）。

スキンシップが重要なので、そこは大事にしてください。

しっかり話を聞いてあげることも必要です。フィリピン人は明るいというよりは、おしゃべり

なのです。 自分のことを話しまくります。落ち込むこともあるので、しっかり支えてあげてく
ださい。

自分の場合は、お金の話をしてきたらすぐ距離を置きます。簡単に助けてあげると、

それが当たり前になっていろいろな理由で繰り返してきます。自分のこと、家族の

ことなど様々な言い訳で助けを求めてくるのでキリがありません。



・フィリピン女性が本気かどうかを見極める方法

フィリピン人女性の本気度は、

彼女らの行動を見ていればすぐに分かります。

そして、それを確かめるために手っ取り早い方法が一つ。

それは店外デートができるかどうか確かめるというものです。

もし、あなたが誘った時に店でしか会えないのであれば、それは単なる客としか思われていない

ケース。

単なる客でなく本気の場合は、

彼女らも積極的にアプローチをします。

フィリピーナも恋をする女性。気に入った客がいれば、

店の外でも「会いたい」となります。

本気かどうか知りたい場合は、フィリピン人女性の彼女をあえて嫉妬させてみるというのも一つ

の手。



もしあなたに脈がなければ、それはただ客として扱っていると考えていいでしょう。

「フィリピン人女性は浮気性である」という人もいますが、

実際にはかなりの愛情深い国民性です。

★番外編：フィリピン男性の特徴

フィリピン人男性の特徴としては、自分のものになるまでに甘い言葉で一生懸命口説くことで

す。控えめな人が多い日本人男性と違うからと舞い上がってしまう日本人女性がいるのです

が、パートナーが妊娠すると逃げるということが残念ながらけっこうあります。もちろん全員では

ないですが、   中流層以下には多いと思ってください。

しっかりと付き合う前に、肉体関係になる前に相手のことを知っておくことが必要です。

このレポートに関するご質問、またフィリピン移住に関するご相談などどんなことでも気軽に連

絡ください。あなたのお力になれると確信しています。

ありがとうございました。

PS.



フィリピンも含めて海外のことを簡単な雑学集として YouTube でアップしていますので、よろしけ

ればご覧ください。その他、知りたいことがあればいつでも気軽にご連絡ください。

DANのyoutube チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC-JHRjGexQ1KjUREBWVULFw



