
オンライン留学

STUDY @ (スタディアット)



世界的なコロナウイルスの蔓延で私達の生活は今大きく変わろうとしています。

　生活面：不要不急の外出自粛や渡航禁止などの規制
　仕事面：自宅待機やテレワークといったリモート化
　教育面：オンライン授業の普及

コロナウイルスの影響で突然留学がキャンセルになり、

留学に行きたくても行けない状況が現在も続いております。

「留学」という人生の一大イベントをこのような形であきらめてほしくありません。

そのような思いから自宅でフィリピン留学ができるオンライン留学(STUDY@)をスタート。

実際の留学でかかる航空券代金・海外旅行保険・ビザ費用のコスト削減、海外留学前の予習、感染リスクがないなど安心

して自宅で留学することができます。

オンライン留学とは？



フィリピン留学VSオンライン留学
■フィリピン留学　 

メリット
英語漬けの環境
留学生同士での異文化交流がある
海外生活という経験値が積める
デメリット
航空券やビザなどの費用がかかる
現地での生活に馴染めない可能性
勉強誘惑に負けて英語が伸びない
安全面・治安面が心配

■オンライン留学　

メリット
低コスト
自宅で留学ができる
実際の留学前の予習につながる
感染リスクがない
デメリット
授業以外は日本語を使ってしまう
他の留学生との交流がない
ネット環境が不安定な時がある

航空券 海外保険
パスポート
費用(5年) 現地費用 授業料+入学金※ 総額

フィリピン留学 約60,000円 約8,600円 11,000円 約23,000円 約104,000円 約206,600円

オンライン留学 0円 0円 0円 0円 約100,000円 約100,000円

※1日4レッスン、1人部屋1か月の場合

あくまで目安ですが、実際の留学と比べて約1/2ほど安くなります。



オンライン英会話VSオンライン留学

■オンライン英会話　(１レッスン25分)　

【メリット】
ネイティブ含め講師を自由に選べる
24時間365日いつでも受講可能
好きな科目を選べる
無料キャンペーンなどを使うと格安

【デメリット】
毎回予約をする手間がある
長続きせず途中でやめてしまう
カリキュラムが部分的
人気の講師は予約ができない
毎回講師が変わると授業が進まない

■オンライン留学(１レッスン50分)　

【メリット】
担任講師が個々の学習状況を把握
CEFR基準の統一されたカリキュラム
予約の手間がかからない
固定の時間なのでしっかり継続できる

【デメリット】
時間の変更ができない
英会話と比べると料金が少し高い
土日とフィリピンの祝日は休校になる

英会話レッスンとの大きな違い
①習慣化できてしっかりレッスンを継続できる
②英語の世界指標 CEFRをベースにした教材を使っている
③担当講師があなたの学習状況にあったレッスンを行う



ーカリキュラムー

1レッスン,2レッスン パワースピーキング4 パワースピーキング5 パワースピーキング6

1日1レッスン(5時間/週)
1日2レッスン(10時間/週)

こんな方にオススメ！

オンラインレッスンが初めて

仕事で忙しい社会人

集中力が続かないお子様

親子留学

シニア世代

1レッスン＝50分

1日4レッスン(20時間/週)

こんな方にオススメ！

オンラインレッスンが初めて

英語初心者

半日ほど時間を確保できる

集中して勉強したい

スピーキング力を上げたい

1日5レッスン(25時間/週)

こんな方にオススメ！

集中して勉強したい

短期間で英語を伸ばしたい

スピーキング力を上げたい

コロナウイルスで留学が

キャンセルになってしまった

1日6レッスン(30時間/週)

こんな方にオススメ！

中級者～上級者

ガッツリ勉強したい

短期間で英語を伸ばしたい

スピーキング力を上げたい

コロナウイルスで留学が

キャンセルになってしまった

授業は英語の基礎となる4技能(スピーキング・リスニング・リーディング・ライティング)、  
文法・単語などを中心に学習して頂きます。  
試験対策(TOEIC,TOEFL,IELTS)・ビジネス・親子コースなど  
英語学習の目的に合わせた授業のアレンジも可能です。  



ータイムスケジュールー

・全コース共通 (ライト、パワースピーキング４～６ )で上記の中から時間割を作成。
・時間割はご要望に応じて調整致します。
・フィリピンの祝日及び土日はお休みとなります。

午前 午後 夜間

①8:00-8:50 ⑤13:00-13:50 ⑨19:00-19:50

②9:00-9:50 ⑥14:00-14:50 ⑩20:00-20:50

③10:00-10:50 ⑦15:00-15:50 ⑪21:00-21:50

④11:00-11:50 ⑧16:00-16:50 ⑫22:00-22:50

例：ライトコースの場合　　　　　20:00-21:50の2時間レッスン
　　パワースピーキング5の場合　  10:00-11:50   ,  14:00-16:50の5時間レッスン



ー料金表① ー 

+入学金　20,000円

1週間 2週間 3週間 4週間

1レッスンコース
(1日1レッスン) 6,250円 12,500円 18,750円 25,000円

2レッスンコース
(1日2レッスン) 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円

パワースピーキング4
(1日4レッスン) 25,000円 45,000円 65,000円 80,000円

パワースピーキング5
(1日5レッスン) 30,000円 50,000円 70,000円 85,000円

パワースピーキング6
(1日6レッスン) 35,000円 55,000円 75,000円 90,000円

試験英語・ビジネス・親子留学
(1日2レッスン) 20,000円 40,000円 60,000円 70,000円

試験英語・ビジネス・親子留学
(1日4レッスン) 35,000円 50,000円 80,000円 100,000円

+入学金　20,000円



ー料金表② ー 

+入学金　20,000円

+入学金　20,000円

2か月 3ヵ月 4か月 5か月 6か月

1レッスンコース
(1日1レッスン) 50,000円 75,000円 100,000円 125,000円 150,000円

ライトコース
(1日2レッスン) 80,000円 120,000円 160,000円 200,000円 240,000円

パワースピーキング4
(1日4レッスン) 160,000円 230,000円 300,000円 375,000円 450,000円

パワースピーキング5
(1日5レッスン) 170,000円 255,000円 342,000円 425,000円 510,000円

パワースピーキング6
(1日6レッスン) 180,000円 270,000円 360,000円 450,000円 540,000円

試験英語・ビジネス・親子留学
(1日2レッスン) 140,000円 210,000円 280,000円 350,000円 420,000円

試験英語・ビジネス・親子留学
(1日4レッスン) 200,000円 300,000円 400,000円 500,000円 600,000円



キャンセル (レッスン開始前)
お申し込み頂いた日から８日以内のキャンセル：入学金を含む全額返金

プログラム開始日から２週間以上前のキャンセル：100% ご返金 (入学金を除く)
プログラム開始日から２週間以内のキャンセル：90% ご返金 (入学金を除く)
プログラム開始日３日以内のキャンセル：50% ご返金 (入学金を除く)

キャンセル (レッスン開始後)
残りの期間が4週間未満の場合、ご返金は一切ございません。
残りの期間が4週間以上の場合、25%のご返金

ーキャンセル規定ー

コースの変更について

・プログラム開始後、お安いプランへの変更に伴った返金はございません。

・グレードアップされる場合は、講師の空きがあれば差額にてご対応が可能です。

授業の無断欠席について

・無断欠席が３日以上続いた場合は、強制退会とさせて頂く場合がございます。

これに伴う費用の返金は一切ございません。



【レッスンで必要なもの】

スカイプ パソコン マイク付きイヤホン インターネット

スタディアットでは
スカイプを使用します。
お持ちでない方は初めに
アプリのダウンロードを
お願い致します。

https://www.skype.co
m/ja/get-skype/

スマホやタブレットでも受講

可能ですが、授業中に教材

をダウンロードしたり、文字

を打ち込んだりするのでパソ

コンの

使用を推奨します。

音声が聴こえにくかったりす

ることがあるのでマイク付き

イヤホンを使うと

非常に便利です。



～お申込みからレッスンまでの流れ～

①インターネットからのお申込み
※登録時までにスカイプのダウンロードをお願い致します。
※お申込み前の無料体験レッスンもご案内しております。

②事前のオンラインテスト
※オックスフォードの試験(リスニングとリーディング)を約30分受けて頂き、
CEFR基準であなたの英語力を判断致します。

③日本人カウンセラーとの打ち合わせ
※テスト終了後、日本人カウンセラーによる簡単なスピーキングテストと
英語学習の目標設定や講師の希望などをお伺い致します。

③担当講師との打ち合わせ
※専用のグループ（日本人カウンセラー・担当講師・お客様)を作成し、情報等を共有します。

④レッスン開始
※開始5分前にはスカイプにログインし、担当講師からの着信をお待ちください。



よくある質問と回答

・親子で授業を受けることはできますか
→可能です。まだまだ英語力が未熟なお子様の場合は親御様のサポートがより効果的です。
更にご兄弟などがいる場合は一緒に受講をして頂いても構いません。

・当日のレッスンキャンセルはできますか
→可能でございますが、事前にご連絡をお願いします。
またキャンセルの場合は返金等はございませんので予めご注意下さい。

・講師の変更はできますか
→可能でございますが、変更受付から最短で 1週間後からの対応となります。

・土日祝日に授業を受けることはできますか
→可能でございますが、講師に空きがある事が条件となります。
担当講師に空きがない場合でも空きのある講師にレッスンを受けることができます。
費用は1コマにつき1,000円となります。

・個人的に使用している教材の質問をするのはできますか
→可能でございますが英語で書かれている参考書・教材のみとさせて頂いております。

・担当講師の授業が受けられなかった場合はどうなりますか。
→代わりの講師をご用意致しますがそれも困難な場合は留学終了後の
オンライン英会話にて消化して頂きます。

・レッスン時間と科目の変更はできますか
→担当講師のスケジュールで空きがあれば可能です。

・宿題はありますか
→カリキュラムや講師によりますが、基本的には宿題はでます。

・何日前までに申込みすれば間に合いますか
→開始1週間前を目安にお申込みをお願いしております。
直前のお申込みの場合は、お問い合わせください。

・クレジットカードでの支払いはできますか。
→カード手数料無料にてお支払いが可能です。

・教材費はかかりますか
→入学金に含まれておりますが一切かかりません。
教科書は郵送にてお送り致します。

・初回以降の日本人カウンセラーの相談は可能ですか
→チャットでご相談頂くことが可能です。

・スカイプの設定がうまくできません
→スカイプの利用ができない場合は ZOOM(ズーム )で代用することも可能です。

・途中でコース変更はできますか
→可能です。授業数が多いコースへの変更は差額分のみのお支払いとなりますが、
授業数が少ないコースへの変更時のご返金はオンライン英会話にて消化して頂きます。

・レッスンはいつから開始になりますか
→原則月曜スタートとなります。尚、土日とフィリピンの祝日はお休みとなります。

・無料体験レッスンを受けてみたいです

→http://studyat.jp/experience/　コチラからお問い合わせください

・グループクラスやネイティブ講師によるレッスンはありますか
→フィリピン人講師によるマンツーマンレッスンとなります。



お問い合わせ

【公式HP】
http://studyat.jp
【メール】

toiawase@studyat.jp
【Twitter】
studyat_online
【お電話】

050-5375-7556
【営業時間】

平日10:00-18:00　土日祝はお休みとなります。


