
オンライン留学 
ご案内



ミライズについて About 



オンライン留学とは？ About 

短期間で一気に英語力を伸ばしたい方へご自宅から、
留学と同レベルの学習体験をオンライン上で実現するサービスです。

こんな方に

おススメ！

● 短期集中で英語を伸ばしたい方 

● 留学生活の前に予行練習をされたい方 

● 留学の費用を少しでも抑えたい方 

● 単なる英会話ではなく、英語を総合的に学びたい方 

● 日本人トレーナーに日本語で相談しながら進めたい方 

● 自己学習だとモチベーションが続かない方 



オンライン英会話/海外留学との違い About 

手軽、手頃さが強みの「オンライン英会話」、学習の強制力や
サポートが強みの「海外留学」を融合させた新しいサービス
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ミライズオンライン留学の特徴 Feature 



社会人に合わせた各種プラン Plan 

仕事で忙しい社会人の方々が選びやすい、様々なプランをご用意。

通常

曜日

時間帯

コマ数

スタイル

日数

半日土日集中 シルバーウィーク
（期間限定）

月〜金 土・日 9月19〜22日 月〜金

10:00〜18:00
10:00〜13:00
14:00〜17:00
19:00〜22:00

1日６コマ 1日３コマ

マンツーマン

5日/週 2日/週 3日/週 5日/週

※ 全て50分授業となります。
※ 授業提供時間は6:00〜22:50です。お客様のご都合に合わせて、レッスン時間の変更が可能です。
※曜日に関しても、生徒様のご都合に合わせて変動可能です。



学習目的に合わせたコース Course 



時間  基本コース  半日コース 

10:00-10:50  ★Business English（ビジネス英語） ー 

11:00-10:50  Speech Communication（発音） ー 

12:00-12:50  Current Events（時事問題）  ー 

13:00-14:00  ランチタイム  

14:00-14:50  Elective Writing（ライティング）  ★Business English（ビジネス英語） 

15:00-15:50  Self Study（自習時間）  Listening Strategy（リスニング） 

16:00-16:50  Listening Strategy（リスニング）  Speech Communication（発音） 

17:00-17:50  ★Business English（ビジネス英語）  ー 

● 全てマンツーマン授業になります。  
 
 

● 受講開始日は原則月曜日となり、月曜日か
ら金曜日の週5日間の授業となります。  
 

● 「★」のクラスは担任（コアティーチャー）が
担当するクラスです。  
 

● 受講開始初日は、9時よりオリエンテーショ
ン、10時より授業開始となります。  
 
 

● 受講期間中は、LINEを  
通じて日本人トレーナー  
に学習相談を行う事が  
可能です。 

1日のタイムスケジュール（例） Schedule 

*上記スケジュールは、ビジネス英会話コースを選んだ生徒のカリキュラム例となります。他のコースを選んだ場合、
「★」が選択されたコースの科目となります。

■通常プラン（1日6コマ＋1コマ自習のケース）



CORE CLASS  
MeRISE English Academyではコアティーチャー（専属担当講師）制度を設けています。コアティーチャーは生徒様の日々の英語の進捗状
況管理や他の講師との情報共有を行ったり生徒様が円滑に英語学習が出来るようにサポートする存在です。CORE CLASSではコア
ティーチャーとGeneral English（日常英会話）とBusiness English（ビジネス英語）を行っていきます。  

General Speaking 
ビジネス英語・日常会話問わず幅広いジャンルに対して自分の意見を英語で話す事により英語での自己表現力を磨くクラスです。主に
英語の文章パターンや英文法を意識しながら即興でスムーズにスピーキングが出来るようにトレーニングを行っていきます。  

Elective Writing  書く練習を行っていきます。例えばＥメールでよく使われる表現や定型文などを習得していきます。  

Listening Strategy  
様々な英語音源を聴いて内容をしっかりと理解出来ているかをチェックしていきます。レッスンを通して注意深く英語を聞き取る練習を
行っていきます。  

Speech Communication  
通常のスピーキングと併せて発音やイントネーションを矯正していきます。正しい発音が出来るようになることで英会話の時により意味
が伝わるようになります。また自分自身が正しい発音が出来るようになることで相手が話す英語もしっかりと聞き取れるようになっていき
ます。  

Current Events  
主にリーディング力向上とスピーキング力向上（自分の意見を英語で発信するスキル）にフォーカスしたクラスです。ニュースや雑誌など
を活用し英語のリーディング力＋ディスカッション力を磨いていきます。  

Listening Strategy  
ＴＥＤトークなどを活用してリスニング力の強化を図って行きます。動画の内容についてティーチャーとディスカッションをする中でスピー
キング力も同時に強化することが出来ます。  

Self-Study  
Self-study（自習時間）では主に授業中に与えられた課題や自分が復習したい内容のためにお時間を使っていただきます。授業で学ん
だ内容を振り返る時間も効果的に英語力を伸ばすためには非常に重要です。  

各クラスの概要 Class 



● オンラインによる大変さを感じるよりもむしろ、 オンライン授業のメリットの方がはる
かに大きかったです。オンライン授業は朝起きてから移動する必要もなく授業に集
中できるので、非常にスムーズでした。  

● 予習・復習も授業が終わってそのまま自宅で行うので、 時間の有効利用という意
味ではオンライン授業が圧倒的に良かった です。

受講生の声 Voice 

荒木田　誠様（会社員/50代/男性）

M.M 様（会社員/40代/女性）

  ● ミライズのオンライン留学を受けて、 事前に生徒ニーズをしっかり確認してくれて、
その上で生徒に合わせた授業 を組んでくれる点がよかったです。  

● 社会人向けの学校としてしっかりと自分が受けたい授業を提供してくれる安心感が
ミライズを選んでいる理由ですし、オンラインだとしても、その点は通常の 留学同様
のクオリティを提供してくれていると思います。



料金表 Price 

*ミライズのサービスを始めて利用される方は、入学金（30,000円）が発生します。 
*1日1コマ追加（18:00開始）：上記金額より＋10,000円/週 
*半日プラン: ①10:00-12:50、②14:00-16:50、③19:00-21:50より選択 

受講期間

ご料金（※税抜き）

通常プラン（1日6コマ） 半日プラン（1日3コマ）

1週間
(30時間/15時間) 60,000円 40,000円

2週間
(60時間/30時間) 110,000円 70,000円

3週間
(90時間/45時間) 160,000円 100,000円

4週間
(120時間/60時間) 210,000円 130,000円

※5週間以上の
場合

1週間につき  +50,000円 1週間につき  +30,000円

留学と比較して渡航費や滞在費等も発生しないため、
コストパフォーマンス高い英語学習が実現可能です。

受講回数

ご料金（※税抜き）

土日集中プラン
シルバーウィークプラン

（期間限定）

1回
(12時間/18時間) 35,000円 52,500円

2回
(24時間/36時間) 60,000円 105,000円

3回
(36時間) 85,000円 ー

4回
(48時間) 110,000円 ー

※5回以上の
場合

1週間につき  +25,000円 ー



オンラインご利用環境 

OS 
Windows もしくは Mac をご利用ください。  

※タブレット及びスマートフォンの場合は、iosもしくはAndroid  

ブラウザ 

最新版のGoogle Chrome もしくはFirefox もしくはMicrosoft Edge（Chromiumベース） を  

ご利用ください。  

 

ネットワーク 
安定したネットワークのご利用をお勧めいたします。  

5Mbps以上を推奨いたします。  

利用する会議ツール   テレビ・WEB会議ツールである「ZOOM（ https://zoom.us/)」を利用致します。  

その他  ヘッドセットの利用を推奨しますが、 内臓マイク・スピーカーがある場合は外部ヘッドセットは不要です。  

受講にあたって、以下の環境をご確認ください。

Set up 

https://zoom.us/


受講までの流れ Flow 

受講開始

事前
ヒアリングお支払いWEB申込

最短1営業日（金曜申込、翌週月曜スタートも可能）

・ホームページより必要事項記
入の上お申込みください。

・申込確定メールをもって受講予
約完了となります。

・お申込み日より3営業日以内に
お支払い下さい。

・支払方法は銀行振込もしくは
Paypalとなります。

・お支払い確認後、事前ヒアリング
シートにご記入いただきます。2週
間以上ご留学の方には事前に入
学テストを受講していただきます。

・ご要望、レベルに応じて独自カリ
キュラムを作成致します。

・受講開始前までに時間割表を
お送り致します。

・朝のオリエンテーション
からスタートします。


