
時差があるため、学校のある国によって授業の
時間帯が異なります。学校やお仕事、ご家庭な
ど、ご自身の生活スタイルに合わせた時間帯を
選んで勉強ができます。

実際の留学と同じ
プログラムで学べる

オンライン留学のポイント

日本のご自宅で海外にある語学学校のオンライン授業をリアルタイムで受講するというものです。一般的なオンライン英
会話は、講師とマンツーマンで行うものが多いですが、オンライン留学では、他の国の学生と一緒にグループで授業を受
けます。また、実際の留学では、日本の学校や仕事との兼ね合い、飛行機・生活費などの諸費用、ビザの取得といった
様々なハードルがありますが、オンライン留学はそれらを心配することなく、気軽に留学を体験することができます。

オンライン

留学

格安オンライン英会話 現地の語学学校

・ネイティブの先生が担当になる
・オンライン上でも友だちが作れる
・本場の学校の授業を通常より費用
　を抑えて体験できる
・開講時間が様々なので、朝型や夜
　型の人も参加しやすい
・留学予定の方は事前に授業の様子
　を知ることができる

・ネイティブの先生が担当になる
・友だちが作れる
・実際に現地で生活しながら勉強が
　できる
・放課後のアクティビティに
　参加したり、観光ができる

語学学校は、英語学習のプロの方々が研究を重
ねた独自のプログラムを持っています。グルー
プ学習やペア学習、先生の講義など、学校なら
ではのプログラムで、総合的に英語力をあげる
ことができます。

こんな⽅にお薦め！

他とどう違うの？オンライン留学

先生とだけでなく、クラスメートとも話すこ
とでより会話に慣れやすく、他の国の学生の
考えにふれることもできます。基本的には1週
間同じメンバーで学習をするので、海外の友
だちを作るチャンスもあります。

オンライン留学とは？

グループ授業で他の学生と話せる 自分の都合のよい時間帯を選べる

新型コロナウィルス感染症の影響で、海外留学を延期している方

将来留学をする予定で、事前準備をしておきたい方

仕事や家庭の事情で留学を一度は諦めたが、留学に興味がある方
英会話スクールより本格的に、英語を勉強したい方

オンライン留学

・担当の先生がネイティブではない
　ことが多い
・費用を抑えて勉強ができる
・マンツーマンレッスンでたくさん
　質問ができる
・授業のスケジュールを自分の予定
　に合わせて決めることができる

vol.1



�(株)インターサポート
宮城県知事登録旅⾏業3-234号
〒980-0021�仙台市⻘葉区中央2-2-10�仙都会館ビル3F
Tel:�022-214-6115 �Fax:�022-214-6117
E-mail:�info@ispt.co.jp
営業時間 平⽇10:00〜19:00∕⼟曜10:00〜17:00∕⽇曜・祝⽇:休み

レッスン時間
(週5日間）

開講時間
（日本時間）

今回の新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、多くの語学学校がオンラインで授業を行う取り組みをしています。
今までは、「留学=現地で生活しながら学校に通って勉強する」という考え方が主流でしたが、これを機に今後は
オンライン留学＋通常の留学という２つのスタイルを組み合わせた留学が増えてきます。また、今まで諸事情で留学を
諦めていた方も、現在は自宅にいながら留学をすることが可能なので、今まで遠い存在にあった留学を少しでも身近に
感じていただけるのではないでしょうか。
学校側も通常の授業とオンラインでの授業に差が出ないように色々と工夫を凝らしたプログラムを組んでいます。
ぜひ、この機会にお試しください！

EC�Englishは英語&フランス語圏の街で語学プログラムを提供する、世界的語学教育機関です。世界8ヶ国24都市にキャンパスがあるため、様々な時
間帯での受講が可能です。授業の流れとしては、メインのレッスン（90分間）の前後にクラスメイトとチームになり共同で課題の予習や復習を⾏い
ます。こうすることで、オンラインでも積極的に授業に参加できるようになります。

ＨＰはこちらから

変わる留学スタイル

学校紹介

ＥＣ�English･･･マルタ、イギリス、カナダなど世界8ヶ国

無料トライアル
ＥＣ

バーチャル 1日2.5時間
週12.5時間

8:00～10:50
他、12時・16時・20時・2時開始

もあります

※1回あたり海外送⾦⼿数料(8,250円)が別途発⽣します。

オンライン留学期間

⽇本から授業を受けて、現地到着後

スムーズに馴染めるように準備しよう！

現地の学校に通う

海外で⽣活しながら英語⼒を⾝に付けよう

オンライン留学を続けて

英語⼒をキープしよう！

アメリカで30年に渡り質の⾼い英語教育を提供し、国内外から⾼い評価を得ている語学学校です。FLSの教師陣が、実際の校舎で使⽤する教科書を
使い、FLSの指導⽅針に基づいたカリキュラムで授業を⾏います。オンライン留学では、⼀般英語コースの他に、英語テスト対策コース、ビジネス
コースなどがあります。マンツーマンの個⼈レッスンも申込み可能です。

カリフォルニア州ロサンゼルス郊外のアーバインにある語学学校です。オンライン留学では、⼀般英語コースの他にお⼦様向けのキッズ英会話

コースがあります。英語を学びながら、ロサンゼルスやカリフォルニアの情報をいち早く知ることができるのも、AOIオンラインクラスの特徴です。

ＦＬＳ�International･･･アメリカ

ＡＯＩ�College�of�English･･･アメリカ

レッスン時間
(週5日間）

レッスン時間
（週5日間）

開講時間
（日本時間）

開講時間
（日本時間）

Essential
English

オンライン
コース 1日2時間

週10時間 9：00～11：00

1日1.5時間
週7.5時間

19：00～20：30

有

無料トライアル

有

無料トライアル

なし



オンライン

留学
�(株)インターサポート

宮城県知事登録旅⾏業3-234号
〒980-0021�仙台市⻘葉区中央2-2-10�仙都会館ビル3F

Tel:�022-214-6115 �Fax:�022-214-6117 E-mail:�info@ispt.co.jp
営業時間 平⽇10:00〜19:00∕⼟曜10:00〜17:00/⽇曜・祝⽇:休み

Kaplan�international�college･･･世界各国（イギリスからの配信がメイン）

VGC Virtual
Express English

コース

レッスン時間
（週5日間）

開講時間
（日本時間）

VGC�Virtual�Express�Courseコースは、1⽇当たり3レッスン(English�Skills/Conversational�English/Universal�English)が⽤意されています。ご都
合に合わせて1⽇あたり1レッスンや2レッスンのみの受講も可能です。１つのレッスンの中で、4技能を⼀通り学ぶことができて満⾜できる内容にな
っています。

80年の英語教育の実績があり、英語圏主要6ヶ国に37のキャンパスをもつ語学学校です。授業時間外でもアクセス可能なK+（独⾃のオンライン学習
ツール）を活⽤し、英語⼒をあげることができます。オンラインのみの受講はもちろん、オンライン留学と海外現地留学を組み合わせたハイブリッ

ド留学のプログラムがあります。

50年以上の実績があり、世界7ヶ国に16の学校をもっています。LSIオンラインコースの⼀番の特⻑は、
通常の対⾯授業が始まり次第すぐに、オンラインコースで残った期間を、追加料⾦なくLSIキャンパス内
で⾏われる対⾯授業に切り替えることができる�LSIパスポート”がついていることです（お申込み諸条件
があります）。通常の留学に⽐べると、⼤幅に授業料を抑えることができます。

レッスン数は、週10レッスン・20レッスン・30レッスンから選ぶことができ、レッスン内容は⼀般英
語、試験対策、ビジネス英語です。料⾦は受講する時間帯によって変わります。受講時間帯の詳細はお

問い合わせください。

∼オンライン留学についての詳細はVol.1をご覧ください∼

vol.2

学校紹介Part2

VGC�international�college･･･カナダ

LSI･･･イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど

7：00～7：50
8：00～8：50
9：00～9：50

※午前1時開始のコースもあります。

最大1日2.5時間
最大週12.5時間

レッスン時間
（週5日間）

開講時間
（日本時間）K+Live

Express
コース

※1日1時間コースもあります。その場合は19時からの文法か、20時15分からのスピーキング&リスニングどちらかを選択できます。

オンライン10
コース

（ブリスベン時間）

オンライン20
コース

（ロンドン時間）

レッスン時間
（週5日間）

レッスン時間
（週5日間）

開講時間
（日本時間）

開講時間
（日本時間）無料トライアル

1日1.6時間
週8.3時間

1日3.2時間
週16.3時間8：00～9：40 16：30～18：20

18：30～20：40

1日2時間
週10時間

19：00～20：00
20：15～21：15

※1回あたり海外送⾦⼿数料(8,250円)が別途発⽣します。

なし 有

無料トライアル

無料トライアル

有

無料トライアル

有



オンライン留学　料金一覧
※税込み価格

EC FLS AOI
Kaplan

(週5時間)
Kaplan

(週10時間)
LSI

（オンライン10）
LSI

（オンライン20）
VGC

1週間 ¥27,000 ¥27,000 ¥44,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥24,000 ¥24,000 -

2週間 ¥40,000 ¥39,000 ¥52,000 ¥30,000 ¥52,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥34,000

3週間 ¥49,000 ¥52,000 ¥58,000 ¥41,000 ¥74,000 ¥42,000 ¥43,000 ¥43,000

4週間 ¥60,000 ¥64,000 ¥65,000 ¥52,000 ¥96,000 ¥50,000 ¥52,000 ¥51,000

5週間 ¥65,000 ¥77,000 ¥75,000 ¥63,000 ¥117,000 ¥59,000 ¥62,000 ¥60,000

6週間 ¥75,000 ¥100,000 ¥85,000 ¥74,000 ¥139,000 ¥68,000 ¥71,000 ¥68,000

7週間 ¥85,000 ¥114,000 ¥95,000 ¥85,000 ¥161,000 ¥77,000 ¥81,000 ¥77,000

8週間 ¥95,000 ¥128,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥183,000 ¥86,000 ¥90,000 ¥85,000

※上記には、登録料が含まれています。

※FLSは、4週間で1学期のため、4週間からの受講をお薦めします。

オプショナルサポートサービス
・ZOOM操作レッスン（30分）　￥1,100　オンラインレッスンで必要なZOOMの操作をお教えします。

・初回レッスン同行サポート　￥5,500　初回のレッスンにオンライン上で通訳などのサポートをします。

　（初回レッスン同行サポートは、学校によってつけられないことがあります。詳細はお問い合わせください。）

（株）インターサポート　オンライン留学　約款

〇お申込方法
　弊社の申込みフォームのご提出と、プログラム費用全額のお支払いをもってお申込み完了となります。

〇お支払い方法

〇申込期日

　※参考（各語学学校への申込期日等について）
　　EC：コース開始日の前週の月曜までに学校申込み・支払いが必要。
　　Kaplan：開始日の前週木曜までの申込みが必要。

〇海外送金手数料

〇お申込み後にキャンセルされる場合の返金について

お申込み・お問合せは、インターサポートまでご連絡ください。

 (株)インターサポート
 宮城県知事登録旅行業3-234号　
 〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館ビル3F

 Tel: 022-214-6115　 Fax: 022-214-6117
 E-mail: info@ispt.co.jp
 営業時間　平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み

〇弊社では、ご利用デバイスやインターネット接続を原因とする授業未参加等についての責任は負いかねます。また、そのた
めの返金・補償はございません。お客様ご自身で、ご利用デバイスの設定、インターネット環境のご準備をお願いいたします。

　弊社指定の銀行口座にお振込み、又はオフィスでお支払いいただきます。全額お支払い確認後に、弊社から語学学校への
申込み手続きを開始します。

　弊社から語学学校への手続き、レベルチェックテスト等の事前準備があるため、コース開始日の2週間前までに、お客様から
弊社へのお申込みを完了して頂くことをお願いします。直前の受け入れが可能な場合もありますので、お問合わせください。

　海外送金手数料は、プログラム料金に含まれます。プログラム料金に含まれるのは、1回分の送金手数料です。そのため、お
申込み後にコースを延長される場合は、延長分の授業料に加え、送金手数料がかかります。

お申込み後に、プログラムへの参加をキャンセルされる場合の返金については、各語学学校の規定に準じます。




