
 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ          2008/02/04                 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

＜夕刊＞ 

 

◆ エネルギー・サミット終了 

エネルギー省は、３日間にかけて  

行われたエネルギー・サミットを終え

た現在、フィリピン国内のエネルギー

問題に関する提案書を作成中だという。

日曜日、地元のテレビ局が報じた。  

この提案書は、従来のエネルギー源、

燃料･エネルギーの代替源、エネルギー

保存、石油価格高騰、そして、エネル

ギー消費価格の削減といった５つの 

課題に重点をおいたものになるという。 

 

◆ アロヨ大統領  

閣僚とのゴルフをキャンセル 

アロヨ大統領は、日曜日に予定されて

いた閣僚や大統領府の忠実なラカスＣ

ＭＤ党員とのゴルフの約束を破ったの

ではないという。ラジオ放送局、ｄｚ

ＭＭが報じた。大統領府の情報筋の話

として同ラジオ放送局が報じたところ

によると、アロヨ大統領はミサに出席

した為に、ゴルフ場へ行くことが時間

的に不可能だったという。 

 

◆ 貧困層への司法制度  

改正を呼びかける－ＳＣ 

高裁判所は、フィリピンの貧困層や

社会的に疎外された人々が法廷に於い

て、自分達の権利を主張し、人権を  

行使し、正義を勝ち取ることが容易に

出来る様にする方法について協議する

為の会議を開催するという。 

 

◆ 「ピンク・ライン運動」開始  

－ＭＭＤＡ 

本日２月４日の月曜日から駐車スペー

スを探すドライバーは一年中渋滞して

いるエドサ通り等を含むマニラ首都圏

における主要な通りに引かれたピンク

色の線に注意を払わなければならなく

なる。マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭ

ＤＡは、車道と歩道を明確に区別する

ことで違法駐車を予防する目的の 

「ピンク・ライン・プロジェクト」を

本日から開始するという。 

 

◆ マカティ市  教育費の予算拡大 

マカティ市当局は今年、同市内の公立

学校が購入する教科書や文房具用品、

科学用の実験器具等に費やす教育資金

として１６億４千万ペソを拠出すると

発表した。ビナイ市長によると、今年

の予算は、昨年の教育費の予算として

計上された１３億７千万ペソから  

４.０４％増額したという。 

 

◆ サン・フアン市   

銀行に監視カメラ設置 

サン・フアン市当局は、同市内にある

全ての銀行に対して、強盗事件の発生

を抑止する目的と警察当局が容疑者を

特定出来る様にする為として有線方式

のテレビ、いわゆるＣＣＴＶを直ちに

設置することを義務づけたという。 

 

◆ 議長退陣要求の見返り 百万ペソ 

月曜日、デ・ベネシア下院議長は、  

下院議員達が下院議長の退陣要求に 

加わることで、その見返りとして５０

万ペソから１００万ペソの現金を約束

されたと発言した。 

 

◆ 必要なら野党陣営に加わる  

－下院議長 

「決定的に必要な場合」に限って、 

デ・ベネシア下院議長は野党陣営に 

加わるという。下院の与党派議員に 

よる退陣要求に直面しているデ・ベネ
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３６７８（↓）

     ＄＝Ｐ４０．１６ （↑）

市中両替所￥＝Ｐ０．３８０５（↑）

     ＄＝Ｐ４０．６０ （↑）

※矢印はペソの動き（前日比） 

BST PHILS., INC. 
Unit 303 Corporate Plaza 
845 Arnaiz Avenue (Pasay Road), 
Legaspi Village, Makati City 
 
TEL：７５２－７２４６ 
E-Mail ：clubnews@philjpn.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://philjpn.com/

● PHIL-JAPAN NEWS は無料 

フィリピン情報メールサービスです。

● 当社番組フィルジャパンナイトへ

のご意見ご感想をお寄せ下さい。 

 

配信申込・掲載希望等ご連絡は 

E-mail でご連絡下さい。 

フィリピン・ニュース 

パソコンの１１９番
ウイルスにやられたかな？ 
最近パソコンの動きが遅い 
ウインドウズを入れ直したい 

その他、パソコンの事なら何でも 
お気軽にお問い合わせ下さい。 

E-mail：pchelp.makati@gmail.com
http://pchelpmakati.web.fc2.com/

国内旅行・海外旅行 

蛍が舞う島!バレシン島ツアー１泊 
大人Ｓ８５(子供半額) 

格安航空券／国内線航空券・配達可 
フレンドシップ ８４０-１０６０ 

E-mail：ftrc@pldtdsl.net   
E-mail：fstmn@pldtdsl.net

http://friendshipmanila.com/
担当 岩崎、桑山まで 

☆【最新情報】 
☆【明日です】 
☆【明日は何の日】 
☆【CH.桜からのお知らせ】 
☆【今さら人に聞けない疑問】 
☆【脳年齢が若返る漢字学習】 
☆【明日の誕生花】 
☆【ことわざを学ぼう】 
☆【知ってなるほど】 

和食処 和
豊豊富富ななメメニニュューー  ボボリリュューームム満満点点  
温温かかなな心心ののおお料料理理ををごご賞賞味味下下ささいい。。

TOKYO BENTO 
安くて美味しいフランチャイズの 

お弁当屋さん経営をお考えの方は 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

電話 ６３２－１７３６（磯野） 

mailto:pchelp.makati@gmail.com
http://winsmanila.com/pchelp/index.htm
mailto:ftrc@pldtdsl.net?subject=%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88from%20WINS%20Club)
mailto:fstmn@pldtdsl.net
http://friendshipmanila.com/
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シア氏は自身について、政治的な帰属

に拘わらず、政府の不正を暴いてきた

と指摘している。 

 

◆ ネリ元長官  

入国管理局の警戒リストに含まれる 

元社会経済企画庁の長官を務めていた

高等教育委員会のネリ委員長は先週、

上院によって逮捕状が発行されたと 

いう。この逮捕状発行を受けた入国 

管理局は、警戒リストにネリ委員長の

氏名を含んだという。 

 

◆ カガヤン州 地震発生 

月曜日の午前中、カガヤン州トゥゲガ

ラオで、マグュニチュード５.１の地震

が発生したという。フィリピン火山 

地震研究所、フィボルクスが明らかに

した。 

 

◆ マニラ市のアパート 火災発生 

月曜日の午前中にラジオ放送局、ｄｚ

ＢＢが報じたところによるとマニラ市

サンパロックにある４階建てのアパー

トで火災が発生したという。この火災

の原因は未だ明らかになっていない。 

 

◆ ケソン市発砲事件 ２人負傷 

月曜日の午前中、ケソン市のコモン 

ウェルス通りで、オートバイに乗った

男達が拳銃を発砲し、２人を負傷させ

たという。 

＜日刊＞ 

 

◆ 下院議長退陣要求   

賛成の下院議員１４３人に 

マニラ市選出のバガツィン下院議員が

日曜日の夜に明らかにしたところに 

よると、少なくとも１４３人の下院 

議員がデ・ベネシア下院議長の指導力

に対する信頼を失ったとする声明文に

署名することを確約しているという。 

 

◆ ドル安ペソ高の影響  

海外比人が２４０億ペソの損失 

昨年、ペソ高、ドル安の複合的影響を

受け、海外在住フィリピン人は、収入

に関して前年比２４０億ペソの損失を

被ったという。 

 

◆ 南沙諸島への台湾総統訪問   

懸念表明 

土曜日、フィリピン政府は、台湾の  

陳水偏総統が領有権問題に揺れるカラ

ヤアン諸島、いわゆる南沙諸島を訪れ

たことについて「無責任な政治的ポー

ズ」と表現し「深刻な懸念」を表明  

した。 

 

◆ 南沙諸島の警備強化   

－上院議員 

サンチャゴ上院議員は、南シナ海に 

ある南沙諸島の内、フィリピンが領有

権を主張している島における警備を 

強化すべきだと発言した。 

 

◆ 将棋倒し事件  三周忌ミサ 

パシグ市フィルスポーツ・アリーナ、

旧称ウルトラで行われたテレビ番組

「ワゥワゥウィー」で７１人が死亡 

した将棋倒し事件から２年目となる 

前夜の日曜日、事故で死亡した７１人

の霊を追悼するミサと徹夜の祈りが 

捧げられた。 

 

◆ バイオリン盗難事件  

空港警察が取り戻す 

土曜日の午後、ニノイ・アキノ国際  

空港第１ターミナルに到着したばかり

の台湾人の会社役員が、高価なバイオ

リンを盗まれるという被害に遭ったが

空港警察の警察官によって直ちに取り

戻されたという。 

 

 

 

 

◆ マニラ市コンドミニアム   

男性が転落死 

日曜日、２０歳の男性がマニラ市マラ

テにあるコンドミニアムの３３階から

下着姿のまま転落死した状態で発見 

された。警察当局では、この男性の  

死因に不審点がないかを捜査中だと 

いう。 

 

◆ マンダルーヨン市警察署長  

爆破予告を受ける 

日曜日の正午頃、マンダルーヨン市 

警察署の署長と同市内にあるビルの 

経営陣に対して、テキスト・メッセー

ジを利用した爆破予告が二度に渡って

送信された。脅迫を受けた当局は、  

シティ・ランド・シャングリラ・   

タワー・コンドミニアムと警察署長、

他警察高官の事務所がある市庁舎に 

至急、爆発物処理班と特別武器戦略 

チームのメンバーを派遣した。 

同チームが捜索した結果、爆発物は 

発見されなかったという。 

 

◆ ケソン市交通事故 ２人負傷 

土曜日、ケソン市でスピードを超過 

して走行していた１４輪トラックが 

ジプニー２台に衝突し、このジプニー

を運転していた２人が負傷した。 

 

◆ ケソン市交通事故   

大学生３人負傷 

日曜日、ケソン市で、乗用車がコント

ロールを失い壁に衝突する事故が  

起こった。この事故により大学生３人

が負傷したという。 

 

 

 

 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

 

財団法人極真奨学会 極真空手道連盟 

極真館 フィリピン支部 
極真館 館長 盧山 初雄  支部長 桜井  清貴 

 

ＴＥＬ：８８９－０１８３  E－mail：kyokushinkan888@Yahoo.co.jp

Address：#7 UPS Building 

Sen. Gil J. Puyat  Ave cor. Marconi Street, Makati City 

 Philippines 

広告募集 
 

当欄の広告を募集しております 
Ａ枠（当サイズ）１ヶ月 P2,000
 
お申し込みは、下記より 

clubnews@philjpn.com

mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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【 お知らせ 】 
 

このコーナーに掲載ご希望の方は 

E-mail： clubnews@philjpn.comまで

ご連絡下さい。掲載は無料です。 

 

《 最新情報 》 
 

☆ 在フィリピン日本国大使館 

（平成２０年２月１日） 

 

在留届関連の 

事務補助員の急募について 

在フィリピン日本国大使館・在マニラ

総領事館では、「在留届」に関する事務

の補助をして頂ける方（数名から１０

名程度）を急募しています。応募資格

等は以下の通りです。 

  

１．応募資格 

（１）年齢：２０歳以上 

（２）学歴：日本の高卒以上 

（３）フィリピンでの滞在資格：労働

許可のある方（留学生の方も可） 

（４）技能：日本語ワープロ入力の 

能力を有する方 

  

２．委嘱業務内容 

ダイレクトメールの発送等領事事務の

補助作業 

  

３．委嘱条件 

（１）勤務日：２００８年２月１日（金）

～２００８年３月３１日（月） 

（土日と当館休館日を除く。 

勤務日と期間は相談に 

応じます。） 

（２）勤務時間：午前８時３０分 

～午後５時３０分 

（昼休み午後零時３０分 

～１時３０分。 

勤務時間は相談に応じます。） 

（３）給与：時給５米ドル（税込み、

交通費等の諸手当の支給

はありません。） 

  

４．応募方法 

（１）至急日本語による履歴書を 

郵送かＦＡＸにて下記の 

宛先までお送り下さい。 

（２）書類選考後、随時候補者との 

面接を実施。 

（３）電話でのお問い合わせは 

ご遠慮下さい。 

  

○宛先：在フィリピン日本国大使館・

在マニラ総領事館 

「在留届関連事務補助員募集」係 

 

○郵送住所：Consular Division  

「在留届関連事務補助員募集」係 

c/o Embassy of Japan 

P.O. BOX 414, Pasay Central Office, 

Pasay City, Metro Manila 

 

○ＦＡＸ送付先：（02）551-5785 

 

在フィリピン日本国大使館領事班 

Embassy of Japan 

P.O. Box No. 414  

Pasay Central Post Office 

Pasay City, Metro Manila 

Philippines 

ホームページ： 

http://www.ph.emb-japan.go.jp/inde

x_japanese_version.htm

  

TEL：６３－２－５５１－５７１０ 

FAX：６３－２－５５１－５７８５ 

 

《 明日です 》 
 

● Charmed by China:  

A Painting Exhibit  

   by Phyllis Zaballero 

フィリピン人女性アーティスト 

Phyllis Zaballero による、 

中国の魅力溢れる絵画作品展示会です。 

 

期間：２月５日（火）～１７日（日） 

場所：Mandarin Oriental Hotel   

(Clipper Lounge)  

Makati Ave. cor.  

Paseo de Roxas Sts., Makati City 

連絡先：Public Relations office  

750-8888 ext.2222/2437 

 

 

《 求人情報 》 
 

☆ 求人募集 

 

旅行代理店フレンドシップ＆リゾート

コーポレーションでは、求人を募集し

ております。旅行に興味のある方、  

コンピューター操作ができる方は、 

岩崎までご連絡ください。 

 

住所 : 3F Dusit Hotel Nikko Manila 

 Ayala Center Makati city  

連絡先 電話番号：８４０－１０６０ 

Eメール：info@friendshipmanila.com

 

 

【 明日は何の日？ 】 
 

■ 官営八幡製鉄所が操業開始する」 

（１９０１） 

１９０１年（明治３４年）２月５日、

当時の福岡県八幡村の官営八幡製鉄所

フィリピン滞在中に英語力をアップしませんか？www.tgacademy.com

英語専門学校 ＴＧアカデミー 
アメリカ人・カナダ人講師による英語レッスン  

個人授業の教室５６室 グループレッスン用の教室１０室

その他娯楽室も完備しております。 
TESOL / SAT / IELTS / TOEIC / TOEFL 

電  話       ： 632-910-5139/638-8538 

インターネット電話 ： 0707-945-1090~1 
住   所    ：20th Floor Strata 2000 Building, Ortigas Jr. Road
              Pasig City, Metro Manila, Philippines 

日本文化チャンネル 

「桜」 

日本初の歴史文化衛星放送局 
戦後日本はチャンネル「桜」で 
変わります。 
 
ブロードバン Ch.桜ＯＮＬＩＮＥ

ＴＶも引き続きお楽しみ下さい。

 
アドレスは以下の通りです。  

http://www.ch-sakura.jp/

mailto:clubnews@philjpn.com
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
mailto:info@friendshipmanila.com
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
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で第１号熔鉱炉の火入れ式が行なわれ

ました。日本政府は軍事産業の育成と

兵器の国産化をめざし、ドイツの技術

によって建設し日本 大の近代的製鉄

所をつくりあげました。明治政府の殖

産興業のスローガンの元、１８９５年

の製鉄事業調査会設置、翌年３月３０

日の製鐵所官制発布、１８９１年の本

格的な建設開始、そしてこの日に東田

第一高炉で火入れが行われました。 

 
 

建設費は日清戦争で得た賠償金で賄わ

れています。八幡村（現北九州市八幡

東区）が選ばれたのは、軍事防衛上や

原材料入手の利便性などです。当時は、

単に製鐵所と呼んでいました。操業当

初、技術上の問題から故障が多発、銑

鉄がほとんど取れず、１１月１８日の

作業開始式では国の高官が集まって 

いた中、銑鉄の練成に失敗し、高官達

は茫然となってしまいました。 

 

 

【 ＢＳＴからお知らせ 】 
 

 
ビデオのダビング･サービスを承って

おります。 

 

サービス料は、ＤＶＤ１枚４４８ペソ 

大量の場合は、割引がございます。 

 

 

 

 

【 いまさら人に聞けない疑問 】 
 

■ 日本のナゼだ？！ 

 
<武士は、 

なぜ「切腹」が名誉なのか？> 

 

江戸時代の武士にとって、もっとも 

名誉な死に方といえば、「切腹」でした。

罪を犯して死罪となったとき、斬首と

切腹では、同じ死罪でもまったく意味

が違いました。斬首は、悪人として  

幕府（国家）から処罰されるという  

ことにほかならないのですが切腹には

そうしたニュアンスは希薄です。 

 

なぜ、武士は切腹を名誉だと考えたの

でしょうか？時代考証家の稲垣史生氏

によると、当時の武士の間では、人間

の魂や感情の源泉は、腹中にあると 

考えられていたからだということです。

つまり、自ら腹を切るということは、

自分のほんとうの魂や感情を披瀝する

ということになり、ここに切腹＝自分

の汚れ無き精神を見せるという意味が

生まれたのです。 

 

さらに、切腹には武士道からくる名誉

の尊重や死を恐れぬ勇気などの意味が

つけ加えられ、いよいよ武士の死に方

は切腹こそが 高となったのです。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 昔の日本を行脚する！旧国名⑨ 

ここでは、現在の都道府県制が敷かれ

る前の全国の旧国名を、その名前の由

来を交えて紹介します。（国名の由来は、

ここで紹介する以外にも諸説ありま

す。）今日ご紹介するのは・・・ 

 

周防（すおう） 

現在の山口県東部の旧国名です。古い

時代に、「周防」という名の豪族がこの

辺りを支配していました。この豪族の

名前が、そのまま国名になったようで

す。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ ２月５日の誕生花 

 

ぼけ 

Choenomeles speciosa 

 
花言葉 平凡、熱情 

原産地の中国では放春花の名で親しま

れています。北風の吹くうちから花を

咲かせる姿は、閉ざしがちな心を開け

てくれるようです。  

  

科名   バラ科 

原産地  中国 

栽培方法  

主として挿し木で増やします。 

植え付け時期は真冬を除く 

１０月～２月の落葉している間で、 

よく日が当たり排水のよい場所を好み

ますが、乾きすぎには注意が必要です。

開花期は２～４月で花の咲き終わった

後に剪定・整枝を行います。  

 

２月５日生まれのあなたは・・・ 

センスの良さは自他ともに認めるとこ

ろです。それだけに、カッコ悪い事を

きらいがちです。 

外見ばかりにこだわらず、人の内面や

物事の裏側にも目を向けるようにして

ください。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】  
 

■ 途方に暮れる 

（とほうにくれる）（慣用句） 

 

手段が尽きてぼんやりする、 

どうすれば良いか手段に迷うことです。 

 

用例：借金を返せるあてもなく、 

途方に暮れる。 

 

類語：途方を失う 東西を失う  

東西暮れる 前後に暮れる  

行方なし 五里霧中 

 

■ 友は類を以って集まる 

（ともはるいをもってあつまる） 

（慣用句） 

似た者たちが自然と集まることを 

いいます。 

 

類語：類は友を呼ぶ 類相求む  

同気相求む 同声相和す  

牛は牛づれ馬は馬づれ  

蓑の傍へ笠が寄る 

 

参考：「類」とは同類、同じような性質 

の者同士のことです。 
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【 知ってなるほど 】 

 

■ 弘法大師（こうぼうだいし） 

正しくは「グホウダイシ」と読む！？ 

 

日本で大師の尊号を諡（おく）られた

のは２５人で、庶民には天台宗の伝教

大師（ 澄）、真言宗の弘法大師（空海）、

浄土真宗の見真大師（親鸞）、日蓮宗の

立正大師（日蓮）などがその名を知ら

れています。単に「大師」というと  

弘法大師を指します。 

 

弘法（ぐほう）とは仏教を世に広める

ことです。それをやったので弘法大師

といわれるのですが、これをコウボウ

ダイシと漢音で読むのは間違いです。

グホウ～と呉音（仏教音）で読むべき

です。 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

先週の土曜日からインターネットの調子

が悪く接続不能です。私にとって腹が 

立つことは、サービス提供出来ていな

いくせに、しっかりと毎月の請求書を送

ってくる図々しさです。日割り計算してで

も値引きする気持ちになれないものでし

ょうか？サービス精神の無いエラそぉ

～な態度に腹が立ちます。(Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

 
【 緊急サービス情報】 

 
★ 警察 
メトロマニラ   166 
マカティ            168 
マカティ警察署  899-9008 
 
★ 消防 
マニラ地区      527-3653 

マカティ地区  818-5150,816-2553 
パサイ地区      844-2120 
ケソン地区      923-0605 
 
★ 病院 
マニラ地区 
Philippine General Hospital 

521-8450 
Manila Medical Center   523-8131 
Manila Doctor’s Hospital524-3011 
マカティ地区 
Makati Medical Center 

815-9911/892-5544 
 
パサイ地区 
Hospital De San Juan Dios 

831-9731 
 
ケソン地区 
Quezon City Medical Center 

913-7397 
De Los Santos Medical Center  

723-0041 
St. Luke’s Medical Center  

723-0301 
 
★ 在フィリピン日本国大使館 
（在マニラ日本国総領事館兼任） 

 
住所：2627 Roxas Boulevard 

Pasay City, Metro Manila  
1300 

TEL：５５１－５７１０   
FAX：５５１－５７８５ 
ホームページ  
http://www.ph.emb-japan.go.jp/
index_japanese_version.htm 
 
★ 在セブ出張駐在官事務所 
12 Floor, Metrobank Plaza 
Osmena Blvd., Cebu City 
Phillippines 
電話：（032）255-0287 
 

★ 在ダバオ出張駐在官事務所 
Suite B305 3rd Floor  
Plaza de Luisa Complex 
140R. Magsaysay Ave. DavaoCity 
8000 
電話：（082）221-3100 
 

 
★ 外務省海外安全ホームページ：

http://www.mofa.go.jp/pubanze
n/

 
 
★ その他の詳しい情報は 

下記にご連絡下さい。 
ＢＳＴ ＰＨＩＬ．，ＩＮＣ 
Unit 303 Corporate Plaza,845 
Arnaiz,Legaspi village Makati City 
TEL：７５２－７２４６ 
FAX：８９３－３６５０ 
E-Mail：clubnews@philjpn.com

 
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

PHIL-JAPAN NEWS JPは 
無料のフィリピン情報メールサービス

です。 
 
配信申込・掲載希望等ご連絡は… 
clubnews@philjpn.com
 
送信先をお間違えの無いようにお願い

申し上げます。 
 
ＴＥＬ：７５２－７２４６ 
ＦＡＸ：８９３－３６５０ 
 
アドレスの変更は、 
変更前の旧アドレスもご連絡下さい。 
ニュースPDF版 
http://www.philjpn.com/archive/PHIL-J
APAN_NEWS_JP_080204.pdf 
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

“国敗れても 
国は滅びず”

 
水島 総監督のＶＴＲを    
販売しています。 １４００ペソ 
お問い合わせ先 
（ＴＥＬ）７５２－７２４６ 
（ＦＡＸ）８９３－３６５０ 

ＢＳＴ ダビング・サービス 

PHIL-JAPAN チャンネルで放送された番組のＶＴＲテープをご希望の方は、お

気軽に、どなたでも申し込みできます。 放送日または番組名を指定してくださ

い。 
ダビング料 ＤＶＤ、ＶＨＳテープ 1 本 ４４８ペソ（税込み） 
お申し込み先：ＴＥＬ ７５２－７２４６～８ ＦＡＸ ８９３－３６５０ 
 Ｅ－ｍａｉｌアドレス： clubnews@philjpn.com  
 303 One Corporate Plaza 845 Arnaiz Avenue,Makati City 
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