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昨年から、何度もカウンセリングをしていただきました。

ベストな選択ができるように提案をしていただいたり、私

と同じような年齢、状況の方のお話だったり、本当に親身

に相談にのっていただきありがとうございました。留学は

お金と時間とリスクがかかる、その辺を理解しているから

こそじっくりカウンセリングをしてくれたのだと思います。

また、機会がありましたら次回もよろしくお願いします。

-口コミ-

とても親切な担当の方がお手伝いをくれるため安心して
留学準備を進めることができます！
レスポンスも早くLINEで進めることができるので手軽に
連絡を取ることができますよ！
渡航予定3ヶ月前というギリギリでこちらのエージェント
を利用しましたが、私の希望に沿うため迅速に対応してく
ださいました。
私の予算内で最大限の利益に変えてくれたこのラララサ
ポートを利用してよかったです。

手数料無料の他のエージェントと比べても1番安く学校の

手配等していただけたのでこちらに決めました。最初は少し

不安だったので、一度だけ直接お話しを聞きに行きました

が、それ以降はメールや電話でのやり取りだけで済んだの

でとても楽でした。
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自己手配よりお得な留学を実現します。
万が一、お見積りが他社様より高い場合は、差額の2倍をキャッシュバックさせて
頂きますのでご安心ください。

LALALA＋のWebサイトは合計1万ページ以上、提携学校数は500校以上、現地
での生活情報などのコンテンツがたっぷり詰まっています。学校毎に授業料を公開
しており、更に詳しいお見積り書についても即日発行しております。

サポート料金無料

LALALA割引でお得に留学

最安値保証

ビザ申請代行無料

当社は学校からの広告費によって運営されている為、お客様からのサポート代金は
頂いておりません。学校費用及び、滞在費用の実費をお支払頂くのみで学校からの
請求書はお客様にも一緒にご確認頂きます。

学校は提携代理店にキャンペーン価格を提供しています。学校では入学手続き担当
の在籍が少ないため、直接申込みを受け付けられない場合があり、その代わり代理
店を通せば学費が安くなるよう設定されています。LALALA＋ではその様な提携
校を世界中に有しております。

学生ビザ・ワーキングホリデービザの代行申請を無料で行っております（国により条件
あり）。ImmiAccountの作成から、ビザ申請作業、エッセイの翻訳まで全て当社に
お任せください。マニュアルのお渡しではなく、申請作業を弊社で代行しております。

英語コーチング
留学を成功させる為には、留学前の準備が非常に重要です。
LALALA＋では、毎日3時間の学習サポートで留学前に英語力を向上させるコーチ
ングサービスを提供しております。また、帰国後に英語力を落とさない為の学習と
してご利用頂く事も可能です。

留学前の英会話レッスン
渡航前の英会話レッスンを提供しています。
空港やホームステイ先、学校初日で使える簡単な英会話から学ぶことができるので、
渡航してからの不安を取り除くことが出来ます

親身なキャリアサポート
留学が人生のゴールではありません、皆さんその先の目標をお持ちだと思います。
LALALA＋では、単に留学先を紹介するだけではなく、人生の成功をサポート致します。
マンツーマンのキャリアカウンセリング・エントリーシートの添削・模擬面接を提供して
います。

圧倒的な情報量を誇るＷｅｂサイト

-LALALA +の特徴-Point
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Support -LALALA +のオリジナルサポート--LALALA +のオリジナルサポート-

出発前から入国までの留学準備

渡航後

無料で留学カウンセリング

無料で留学パンフレットを送付

対面、オンライン、お電話、メール、LINEでの無料カウンセリングを承ります。
留学準備や学校選択でお悩みの方、現地の情報を知りたい方へ留学経験のある知識豊富な
カウンセラーチームがあなたに最適なプランをご案内いたします。

LALALA+オリジナルパンフレットや各学校のパンフレットを無料でお客様へ郵送いたします。
留学プランや費用、その他留学に関する有益な情報をたくさん掲載しています。

世界各国の現地情報をリアルタイムでご案内しています。
特に渡航前は現地生活にたくさんの不安があると思いますので、どんな些細なことでも海外
経験が豊富なLALALA+チームにお気軽にお尋ねください！

学校、滞在先、ビザ、生活費用など留学に関する参考費用をご案内しております。
お客様のご予算に合わせた留学プランのご提案も行っておりますのでぜひ一度ご相談ください。

レベルチェックテストの手配

お客様のご希望をしっかりとお聞きし、ひとりひとりに最適な学校・コースを選定します。当
社では各学校の担当者と定期的にミーティングを行っておりますので、最新の情報をお客様に
ご案内することができます。

ご希望の学校・コースの空き状況確認を承ります。
年末年始や夏休みなど、人気の時期に入学をご希望の場合や、期間限定のコースの場合は空き
状況の確認が必要になる為、お早めにご相談ください。

世界各国にある学校の入学手続きの事務作業をサポートします。
当社では直接学校の入学手続き担当とメール、電話、来社による連携をとっており、迅速かつ
安全に事務作業を行っております。

お客様がご希望する学校やコースに英語力の証明が必要な場合、レベルチェックテストの受講を
求められます。当社ではお客様に代わりレベルチェックテストの日程調整を行い、スムーズに留
学準備ができる様にサポートしております。

無料でビザ申請代行

滞在方法のご提案

海外旅行保険の加入手続き

航空券

ビザ申請から承認までの全ての業務を代行致します。
学生ビザのエッセイに関しても当社にて翻訳を行います。
（国よりご案内が異なりますので詳しくはお問合せください）

ホームステイ・学生寮・シェアハウスの中からお選び頂けます。
現地のホームステイコーディネーターと打ち合わせをし、安心安全のホームステイ先のご紹介
を実現しています。また滞在費用を抑える方法などもご紹介します。

当社では大手3社の保険プランを取り扱っております。
しかし当社が紹介する海外旅行保険への加入が必須という事ではございませんのでご安心
ください。お客様にお選び頂き、留学プログラムをカスタマイズできるようにしております。

お申込み～ご出発までの大まかな準備の流れを表にして分かりやすくご案内いたします。

当社ではリーズナブルな航空券を取り扱っている旅行代理店をご紹介しております。
ご希望に合った航空券をお選び頂けますのでご安心ください。

お客様にご安心頂ける様に、出発前には緊急時でも繋がる連絡先をご案内しています。

航空券、国際運転免許証、ビザについてなど、90％の学生は「英語が話せない」事により
サポートを必要とされます。留学中に困ったことがあればいつでもご相談いただける環境を
作っています。

空港の到着出口でドライバーがお待ちしております。
そのまま滞在先までご案内いたしますので初めての海外渡航でも安心していただけます。
※空港出迎えサービスのお申込みをされた方が対象

就学期間の延長やカレッジ・大学への進学相談を承ります。

滞在先の延長に相談を承ります。

各種ビザの切り替え、延長手続きについてご相談を承ります。
また必要に応じて現地のビザコンサルタントのご紹介も行っております。

現地でスムーズに口座開設手続きができる様にサポート致します。
日本国内で口座開設手続きを済ませておくことも可能です（国によって異なります）。

英文履歴書の作成については、まずはお客様に作成して頂き、添削・修正を行います。
作成の仕方がわからない場合は、作成の仕方からご案内いたしますのでご安心ください。

現地生活で困った時にすぐ確認ができるよう、現地での生活情報をまとめた資料をご案内
しております。

学校や滞在先とは密にやり取りしておりますのでお気軽にご相談ください。

留学準備計画の作成

VISA

VISA

現地情報のご提供

留学参考費用のご提案

最適な学校・コースの選定

学校の空き状況確認

入学手続きサポート

緊急連絡先サポート

諸手続きのサポート

空港出迎えサポート

留学延長や進学相談

滞在先延長サポート 学校/滞在先とのトラブル対応サポート

ビザ延長手続きサポート

銀行口座開設サポート

英文履歴書作成サポート

生活便利手帳
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-留学準備の流れ-
現地の生の情報を元に、留学の計画から入国まで、細かくサポ ートします。

情報収集・留学プラン作成
留学に関する様々な情報の中からお客様が必要としている情報を厳選しご提供します。

学校の選定
ご予算・立地・国際色・講師陣の評判など、ご要望にお応えできる学校が必ず見つかります。

学校のお申し込み
学校、コース、入学日、期間が決定しましたらお申込み手続きに進みます。

滞在先のお申し込み
ご希望の滞在方法が決定しましたらお申込み手続きに進みます。

海外旅行保険のお申し込み
プランが決定しましたらお申込み手続きに進みます。
※強制的に保険契約を促したりはしませんのでご安心ください

ご請求書の確認、お支払
学校や滞在先からの正式な請求書をお客様にも一緒にご確認頂いてからご入金となります。

ビザの申請
学校のお申込み手続きが完了後、ビザの申請を行います。
※国や申請するビザの種類によって申請のタイミングは前後します

航空券の手配
各お申込み手続きが問題なく進みましたら航空券をお手配ください。

渡航前の最終確認
全ての手配が完了したら、空港出迎え・滞在先の詳細・入学初日のスケジュールを確認、身の回りの
荷物なども確認しておきましょう。

入国
ここからが留学の本番、充実した留学生活を送れるように頑張りましょう！

6

7 VISA

8

9

Schedule

準備期間の目安

準備期間の目安

準備期間の目安

準備期間の目安

準備期間の目安

半年～1年前

半年～1年前

4～5ヶ月前

4～5ヶ月前

2～3ヶ月前

準備期間の目安

準備期間の目安

準備期間の目安

準備期間の目安

2～3ヶ月前

2～3ヶ月前

2～3ヶ月前

1ヶ月前
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-留学プラン-

進学留学 進学留学 語学留学語学留学

Plan

一般英語

試験対策

進学英語

ビジネス英語

読み、書き、話す、聞く、文法、語彙力と総合的に、
英語力の底上げを目指すコース
英語力に応じてクラス分けされ、学習する内容は異なります。
初級から中級までの間には徹底的に基礎と日常レベルの
英語を学習し、中級以上のレッスンではプレゼンテーションや
グループディスカッションなど、様々な環境で英語が使える様
に学習します。

各試験でのスコア取得を目指す試験対策コース
国により異なりますが、IELTS、ケンブリッジ検定、TOEFL、
TOEICなどの対策コースが用意されています。コース受講に
は規定の英語力に達している必要がありますが、レベル
チェックテストを受講し規定をクリアすれば申込み可能です。

専門学校・カレッジ・大学への進学を目指すコース
進学後の授業についていくのに十分な英語力を身につけます。
進学先が提携している語学学校で進学準備コースを修了すれば
英語力の試験を免除して入学ができるというメリットがあります。

ビジネスシーンで必要な英語力を習得するコース
社内や取引先でのコミュニケーション、プレゼンテーションなど
様々な場面で必要な表現を学んだり、アドミニストレーション、
カスタマーサービス、マーケティング、セールスマネジメント、
人材管理など特定分野にフォーカスした学習プランも用意され
ています。

中学・高校留学

カレッジ進学

大学・大学院進学

休学・単位認定留学

現地公立校・私立校に入学します

高校留学は3年間や1年間、3か月だけの留学も可能で、語学力
だけでなく、国際感覚を身に付けコミュニケーション能力も
伸ばすことができます。現地の学生と共に就学しますので語学
学校の夏休みプログラムとはまた違った留学生活を送ること
ができます。

現地の専門学校やコミュニティカレッジに進学します
職業訓練コースと言われる卒業後の就職を目指すコースと
4年生大学への編入を目指すコースがあります。また国に
よっては就学中に有給インターンシップができるプログラムも
用意されていますので自分の将来の目標に合わせて学校、
専攻を選んでいきましょう。

直接大学に入学するだけでなく、カレッジからの編入もできる為、
費用を抑えて海外での大学進学を目指す事も可能です。高校の
成績が良くない人でもカレッジで成績を収める事によって有名
大学への編入も夢ではありません。
国や各大学によって入学条件や人気の専攻が異なりますが、
卒業後に現地就職や移住を目指している方は大学・大学院進学
することで大きなステップを踏むことができます。

日本の大学に籍を置いたまま留学します
単位認定留学は留学での取得単位を日本の大学に認定してもらう
制度で、大学ごとに協定校が決まっていますが、単位が認められ
れば4年で卒業することができます。反対に休学留学は大学の
協定校に関わらず、自分の目的や希望に合わせて自由に留学プラン
を立てて留学できますが、留学中の単位は取得できません。

現地の大学・大学院へ進学して更に専門的なことを学びます
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日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国で仕事や勉強、観光など自由に過ごすことが出来
ます。期間は1年間の国が多いですが、条件を満たすことで2年以上の滞在ができる国もあります。
ワーキングホリデーのルールは国によって異なり、年齢制限や学校へ通える期間の制限なども
ございますので留学の目的を明確にしてどの国が自分にあっているかしっかり検討していきましょう。

渡航先はオーストラリア、カナダ、イギリスが人気ですが、カナダとイギリスはまずビザの抽選登録
から始める必要がありますので、ご希望の方は早めにビザの準備から進めていく必要がございます。

ワーキングホリデー インターンシップ留学
海外の現地企業でインターンシップができるプログラムです。
語学コースとのパッケージプログラムもあり英語力に不安がある方も安心してご参加いただけます。一定期間
現地企業にて職業体験ができ、研修終了後に発行される修了証を利用して就職活動に活かす事ができます。

一般的にインターンシップは無給の場合が多くなります。英語力の
向上だけでなく、現地での社会経験を積めるため、無給でも非常に
価値のあるプログラムです。

Co-opプログラム（カナダのみ）

カナダのカレッジでは、座学+有給インターンシップという構成のコースが
用意されています。受講するコースに関連する業界での有給インターンシッ
プが認められており、他国では無給インターンシップになるような企業でも
有給インターンシップが可能です。働くことをイメージした実践的な授業
と、オフィスワークを含む実際の就業経験を得られるため外資系企業や海
外就職を目指す方に大変人気なプログラムです。

夏休み、冬休みを利用した短期留学が人気です。世界中で行われている
サマーキャンプはお子様に大きな刺激を与えることでしょう。小学生から
参加できるプログラムもあり、現地でのホームステイ生活など、海外での
生活を経験できる貴重な機会が用意されています。

無給インターンシップ

プログラムよっては有給のインターンシップが可能です。ホテルや
観光系の就業先が多くなりますが給料が発生する為、費用を抑えた
プランを検討されている方にもおすすめのプログラムです。

有給インターンシップ

-留学プラン-Plan

カフェ/レストランスタッフ

ホテルスタッフ

農畜産業

ツアーガイド

ベビーシッター

ワーキングホリデーで人気の職業  Top5

1
2

34
5

1

2

3

5

4

ジュニア留学
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アデレードアデレード

メルボルンメルボルン
キャンベラキャンベラ
シドニーシドニー

ゴールドコーストゴールドコースト
ブリズベンブリズベン

ケアンズ

パースパース バイロンベイバイロンベイ

サンシャインコーストサンシャインコースト
ヌーサヌーサ

オーストラリア

ワーキングホリデーや観光の方にとても人気の
街。日本人経営のサーフショップもあり、英語が
苦手な人でも気軽にマリンスポーツを楽しむ事
ができます。

オーストラリア国立大学やキャンベラ大学と
いった有名大学があり、進学を目的とした留
学を検討している人におすすめです。

主要エリアには多くの施設があり徒歩20分
圏内で用事を済ます事ができる非常に便利な
環境です。アデレードはワインも有名で、観光
地としても人気です。

気候も年間を通して過ごしやすく、世界中から
多くの学生が集まる都市です。
世界１幸せな動物「クオッカ」が見られる島を
有しています。

お洒落でセレブな街として知られており、留学
生にはホームステイで人気の都市。日本人には
馴染みがないですが、南太平洋のビーチトップ3
にも選ばれています。

小さな街ですが、近くには有名なサーフポイント
があり世界中からサーファーが集まります。
芸術家やミュージシャンが多く集まっている
ところも魅力的です。

都会から離れてリラックスした環境でビーチ
カルチャーを楽しみたい方、サーフィンに没頭
したい方におすすめです。

有名な観光地や大学があり、短期留学から長
期留学まで幅広い留学プランに対応できる都
市です。1年を通して暖かく過ごしやすいのも
魅力的。

ヨーロッパ調の建物が多く、オーストラリアの
カフェ文化発祥の地として有名です。「世界で
最も住みやすい街ランキング」でも常に上位
に入っており留学生だけでなく世界中から注
目を集めています。 語学学校だけでなく、カレッジや大学と質の

高い学校が多く集まっており学生の街と言わ
れています。現地での進学や長期留学をする
方に非常におすすめです。

学校数は少ないですが、現地での生活費が安い
ので費用を抑えることができます。英語+マリン
スポーツのプログラムも人気です。

A U S T R A L I A

オーストラリア第二の都市

メルボルン

オーストラリア最大の都市であり
オーストラリア留学先の人気No.1

シドニー

ブリスベン

ゴールドコースト

ケアンズ

オーストラリア第三の都市

グレートバリアリーフが有名なリゾート地

世界的に有名なサーフィンの聖地

サンシャインコースト

バイロンベイ

パース

ヌーサ

キャンベラ

アデレード

ブリスベンから車で1時間程のビーチタウン

ヒッピーカルチャーに
どっぷり触れ合える街

ブリスベンから車で
約90分のビーチリゾート

都会すぎず、田舎すぎず、
自分のペースで勉強したい方に最適な街

日本人が少ない小さな街で
英語環境を作れる

実はオーストラリアの首都
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トロント
オタワオタワ

ハリファックス

ウィスラー

ビクトリアビクトリア

カルガリー
バンクーバーバンクーバー ケウロナ

モントリオールモントリオール
ウィニペグ

カナダ

かつてイギリスの植民地であった背景から現在

も英国文化が色濃く残っています。

温暖な気候で自然に恵まれた街として人気。

バンクーバーオリンピック山岳競技の主要会
場としても利用され、ウィンタースポーツが盛
んな都市です。観光を目的とした短期留学で
人気があります。

人口約80万人、ダウンタウンには高層ビルが
立ち並ぶ大都会でもありながら、街の中央を
流れるレッドリバーや湖に囲まれ、自然豊か
な一面もあります。

クルーズ船の寄港町としても知られており、ロ
ブスターなどの海の幸は地元民からも愛され
ています。語学学校の日本人比率も10％以下
と意識せずに英語環境を作る事ができます。

留学生が少なく生粋のカナダ人が多いため、
英語環境にどっぷり浸かれると今留学先とし
て注目を集めています。

ロッキー山脈などの有名観光地があるため観
光業が非常に盛んでワーキングホリデーでの
留学におすすめです。消費税も5％と物価も安
く費用を抑えられる都市でもあります。

日本人が少なく穴場の留学スポットになって
います。人口の約22％が多重国籍であり、移
民や留学生にとってとても住みやすい都市と
いえます。

カナダの冬は寒いイメージがありますがバンクー
バーでは雪はあまり降らず気候が落ち着いている
ため生活しやすく留学や観光に人気の都市です。

住民の90％は英語とフランス語を使いこなしま
す。またモントリオールでは生活必需品が非課税
のため生活費が抑えられる都市でもあります。

多様な文化が交わり流行にとても敏感でニュー
ヨークの様な刺激溢れる街を求める方におす
すめです。また、有名な大学やカレッジも多く教
育の質が高いことでも知られています。

C A N A D A

バンクーバー

ビクトリア

トロント

モントリオール ウィスラー

ウィニペグ

ハリファックス

ケロウナ

カルガリー

オタワ

発展した都市と自然が調和した美しい街

主要な政治機能が集まる重要な都市

世界中から移民が集まるカナダ最大の都市

フランスに来たような街並みが
楽しめる北米のパリ

実はカナダの首都

適度に発展していながら
大自然に囲まれた街

「カナダのハワイ」と言われる
カナダ有数のリゾート地

東海岸にある自然と
都会が融合した港町

マニトバ州最大の都市

世界一のウィンタースポーツの街
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アメリカ

カナダとの国境が近く、スターバックスや
Amazon、マイクロソフトなどの大企業が本社
を構えています。自然豊かな環境で生活がした
い人におすすめです。

治安がとても良く、LAやNYと違い、のんびりし
た雰囲気を感じることができます。物価も安く
生活費を抑えたい人にもおすすめです。

魅力的な観光地や有名な大学が多いことはも
ちろんのこと、年間約300日が快晴と1年を通
して気候が良いところも人気の秘密です。

スタンフォード大学やUCバークレーといった名
門大学を有することから進学留学にも人気の都
市となっています。

年間を通して暖かく、雨もあまり降りません。
治安が良いことで知らておりジュニア留学でも
人気の留学先となっています。

ロサンゼルスと並びアメリカの留学先として人
気が高い都市です。世界政治や経済の中心であ
り、常に多国籍の方が集まります。

美術館や博物館が多く観光地としても人気があ
りますが有名な大学も多く、高等教育に力をい
れています。日本人学生が少なく英語環境を求
めている方におすすめです。

ハーバード大学をはじめとする多くの名門大学
が集まっているため人口の3分の1を学生が占
めています。他都市と比較すると日本人が少な
く、しっかりした環境で勉強したいという方に
おすすめです。

ハワイと気候が似ており、リゾート地として有名
でアメリカ国内からの観光客も多い都市です。
ラテン系の人々も多く中南米の文化にも触れ合
えます。

冬は風が強くWindy Cityとも呼ばれています。
アメリカ4大スポーツのチームが本拠地がある事
や、グルメの街としても知られています。

南北戦争において重要な役割を果たした街であり、
1996年にはオリンピックが開催されました。
コカコーラを始め、多くの大企業があるビジネス都市
でもあります。

五大湖のうちの4つに囲まれており、アメリカだ
けでなくカナダからの観光客も多い都市です。
州立大学では世界トップクラスのミシガン州立
大学が有名です。

自然環境だけでなく、日本人が生活しやすい環境
が整っているため、実は留学先としても人気があ
ります。

ロサンゼルス
サンディエゴ

シアトル

サンタバーバラ

サンフランシスコ

ポートランド

マイアミ

ニューヨーク
ボストン

ワシントンD.C

フロリダ

シカゴ
デトロイド

ホノルル

犯罪の発生件数が少ない治安のいい街として有
名です。日帰りでロサンゼルスに行けることから
ゆったりした環境での留学を希望されている方
におすすめです。

東部

南部

中西部

西部

the United States of

A m e r i c a

アメリカ留学先人気ランキングトップで
西海岸最大の都市

世界に名だたるIT企業が
本社を構えるシリコンバレー

スペイン語が聞こえる街

ロサンゼルスから車で
約2時間のビーチリゾート

アメリカで最も住みやすい街

コンパクトで生活が非常にしやすい街

日本人にも親しみのある
世界有数のリゾート地

世界有数の学生の街

刺激にあふれたアメリカ最大の都市
アメリカの歴史を知ることができる街

ホワイトハウスや国会議事堂がある
アメリカ政治の中心地

都会と自然が融合し
ラテン・アメリカを感じられる街

金融に強いアメリカ第三の都市 北米自動車産業の発祥の地

ロサンゼルス

サンフランシスコ

シアトル

サンディエゴ

ポートランド

ホノルル

サンタバーバラ

ニューヨーク

ボストン

ワシントンD.C

アトランタ

マイアミ

デトロイトシカゴ
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その他国紹介

イギリスの植民地であった背景からマルタ語の他に英語も公用語となっています。ＥＵ加盟国の中でも物
価が安いリゾート地として人気があり、夏にはヨーロッパからの学生が多く訪れます。夏季と冬季がありま
すが冬季でも10°以下になる事はほとんどなく過ごしやすい気候です。さらに治安も良いことから、近年日
本でも留学先の候補として注目を集めています。

約51万人 バレッタ ユーロ人口 首都 通貨

世界大学ランキングで1位を取り続けているオックスフォード大学やケンブリッジ英語検定試験を実施し
ているケンブリッジ大学があり教育先進国でもあり質の高い学校が揃っています。ワーキングホリデーは
滞在期間が2年と他国と比べて長いですが、人気のため抽選の倍率が約１０倍と言われています。
英語発祥の国ならではの古い歴史や伝統と最先端のファッションや音楽などの文化が共存していることも
イギリスの魅力の一つです。

約6,600万人 ロンドン ポンド人口 首都 通貨

日本からの留学先としてはマイナーな国ですが、ヨーロッパの中ではメジャーな国のひとつです。
長い間イギリスの支配下にあったため主な公用語は英語ですが、元々の独自の言葉（アイルランド語/
ゲール語）の復興にも力をいれていて街の看板などには両方の表記がされていることもあります。
格安航空を使えば安価にヨーロッパ旅行が楽しむ事もでき、物価は日本と比べると高くなりますが、
隣のイギリスと比べると少し安くなります。

約492万人 ダブリン ユーロ人口 首都 通貨

熱帯モンスーン気候のシンガポールは高温多湿で雨季と乾季に分かれています。英語と中国語が公用語で
2か国語を学べる環境も留学先として選ばれる人気の理由の1つです。シンガポール大学は世界ランキング
でも上位に位置し、アジアではトップクラスの教育が受けられます。

約570万人  シンガポールドル人口 通貨

英語も公用語のため学校外での生活も英語環境があり、ハイレベルな教育をローコストで学ぶことが
できます。また近年ではマレーシアからオーストラリアやイギリスといった他国への大学編入ができる
プログラムや他国の大学の学位を取得するダブルディグリープログラムが人気を集めています。

約3,195万人 クアラルンプール リンギット人口 首都 通貨

ハネムーンで訪れる地としても人気があり世界的にも有名な観光都市となっています。豪華なイメージ
があるドバイですが、実は物価は欧米よりも安いんです。
イスラム教の方多く住まわれていますので宗教上のタブーについてある程度の知識を得ておくと良い
でしょう。
「他の人と違った留学を経験したい」そんな方におすすめの都市です。

約331万人 アブダビ市 ディルハム人口 首都 通貨

アフリカ＝貧しい国というイメージがあるかもしれませんが、ケープタウンはドバイの様な雰囲気が
あります。
日本からの留学生はまだ少なく徹底的に日本語から離れるには適した国といえます。
アクティビティではサファリを訪れたり、現地の子供たちと交流ができるボランティア活動などを
する事ができます。

約5,856万人 プレトリア ランド人口 首都 通貨

１年を通して温暖な気候ですが、日本より寒暖差があります。多民族国家であるニュージーランドでは人口
の約4分の１が移民で多国籍の文化を受け入れており、留学生たちも生活しやすい環境が整っています。
最大都市のオークランドには学校も多く、教育にも力をいれているので語学学校は「少人数・多彩な国籍・
日本人比率が低い」という特徴があります。

約447万人 ウェリントン NZドル人口 首都 通貨

O t h e r s

1年を通して温暖な気候で人気の留学先はセブ島、バギオ、ダバオ、マニラ。
費用を抑えて集中的に短期間で英語力の向上が見込めるため、社会人の方の短期留学や
英語圏へのワーキングホリデーと併せて二ヵ国留学プランも人気です。

約1億人 マニラ ペソ人口 首都 通貨

フィリピン

マルタ共和国

イギリス

アイルランド

シンガポール共和国

マレーシア

ドバイ

南アフリカ共和国

ニュージーランド

大小様々な島が7000以上集まってできた東南アジアの国

マルタ島、ゴゾ島、コミノ島の3つからなるイタリア南側に浮かぶ小さな島国

長い歴史と流行が交わる英語発祥の地

ワーキングホリデーの穴場

先住民の文化が残る、自然豊かで治安のよい国

エリア毎に雰囲気が異なる都市国家

急成長中の多民族国家

アラブ首長国連邦を構成する首長国の１つで、中東屈指の経済都市

公用語が11言語もある経済大国
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LALALA Plusのカウンセラーは全員が留学経験者です。
アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスといった留学で人気の国への留学経験者がカウン
セラーとして在籍しておりますので現地の事なども詳しくお話できます。
留学や学校の知識だけでなく、現地での生活や、留学前と留学後の変化など、実際の留学
経験を基に親身なカウンセリングをご提供しております。

Price

留学経験者による親身なカウンセリング

-費用案内-

オン
ライン

東京・大阪にて実施!!

来社電話

W e b

カウンセリング予約はこちらから
お気軽にお問い合わせください!!

自己手配 当社

LALALAは自己手配よりお得！
有料エージェント

7万円~
5万円~
5万円~
13万円~

授業料

アメリカ

カナダ

フィリピン

オーストラリア

滞在先費用
生活費

想定収入(ビザによる)

20万円~
15万円~
15万円~
39万円~

40万円~
30万円~
30万円~
78万円~

70万円~
60万円~
60万円~
156万円~

8万円~
5万円~
5万円~
11万円~

授業料
滞在先費用
生活費

想定収入(ビザによる)

25万円~
15万円~
15万円~
33万円~

50万円~
30万円~
30万円~
66万円~

80万円~
60万円~
60万円~
132万円~

8万円~
7万円~
7万円~

授業料
滞在先費用
生活費

20万円~
21万円~
21万円~

40万円~
42万円~
42万円~

70万円~
84万円~
84万円~

11万円~授業料＋滞在先費用 33万円~ 66万円~ 99万円~

ラララ割引

滞在費用

滞在費用滞在費用

サポート代金

授業料授業料

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年


