
ステップスのダンススタジオは、マンハッタンの閑静な⾼級住宅街アッパーウエストサイド。
落ち着いた環境でじっくりバレエ・ダンステクニックを学びたい皆様向けのニューヨークダンス留学プログラム︕

株式会社キャリアエクスチェンジ
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAGUE303   www.career-ex.com
TEL︓03-6278-8750　FAX : 03-6264-1578　E-mail︓info@career-ex.com

アメリカ・ニューヨーク・Y2021
Steps on Broadway

ステップス・オン・ブロードウェイ
ニューヨーク・ダンス留学プログラム

クラッシック・バレエとシアターダンスのニューヨーク留学なら、ステップス・オン・ブロードウェイ︕
3/6/12か⽉のビザ取得⻑期留学で、ニューヨークを中⼼に第⼀線で活躍するプロのダンサーのレッスン受講︕



Steps on Broadway ニューヨーク・ダンス留学

Steps ダンス留学プログラム　おススメポイント︕

Steps ダンス留学プログラムの詳細・⼊学条件

【⼊学条件】
● 18歳〜35歳
● M1(専⾨留学)ビザの取得
● Steps指定の各種英⽂申請書類⼀式。詳細は、お⼿続きの中で詳しくご案内致します。
● 学校が定める留学中の授業料・⽣活費等の概算合計⾦額の英⽂預⾦残⾼証明書の提出が可能であること。

※最低⾦額は次のように定められていますので、下記⾦額以上の残⾼証明書をご⽤意頂きます。
※残⾼証明書の詳細は、ご契約時に書⾯にてご案内いたします。
1）3ヶ⽉間の留学︓＄7,500以上の銀⾏残⾼証明書
2）6ヶ⽉間の留学︓＄13,000以上の銀⾏残⾼証明書
3）12ヶ⽉間の留学︓＄26,000以上の銀⾏残⾼証明書

● 過去に受けたダンスレッスンやダンス経験についての履歴書。⽇本語でご⽤意いただいたものについては、当社が翻訳いたします。
● エッセイ︓詳細はご案内致します。
● 師事しているダンスの先⽣からの推薦状
● 規定ダンスポーズの写真2枚︓ one in first arabesque and one in tendu a la second arms in fifth
● DVD(or Web link)︓ plies, tendus, adagio, pirouette and a solo in your chosen style,  3分以内
● 海外旅⾏保険加⼊︓ご出発までに英⽂加⼊証明書をご提出頂きます。
● $250申請料

【Steps IISP)プログラムについて】
● 3ヵ⽉、6ヵ⽉(1週間休暇有り)、12ヵ⽉(2週間休暇有り) の3コースからお選びください。
● 毎⽉第⼀⽉曜⽇の⼊学
● ⽉〜⽇、週12クラスレッスン受講。⽉48レッスンのうち、クラッシックバレエ3レッスン必須。（追加レッスンは、学校のアドバイザーと相談の上、
現地でオープンクラスチケットをご購⼊下さい。）
● ⼊学時にカウンセラーとの⾯談およびオーディションにて、専攻するダンスの種類・受講レッスンのレベル等、毎⽇開催される50クラスの中から
レッスンスケジュールを確定。⼀⼈ひとりの夢・⽬標に合わせたプログラムを構成します。
● 留学中は、定期的にダンスインストラクターからの評価およびカウンセラーとの⾯談が⾏われ、皆様の成⻑過程をチェックします。
● 卒業前の集⼤成として、ダンス・ステージ・パフォーマンスがあります。ステージで利⽤したいコスチューム等があれば、NYにご持参ください︕
● プログラム修了時には、Certificate＝修了証が授与されます。

ステップス・オン・ブロードウェイ（Steps on Broadway）は、1979年設⽴の歴史あるニュー
ヨークのダンススクール。ステップスの留学⽣のプログラムは International Independent 
Study Program (IISP) と呼ばれ、毎⽉世界各国から多くの留学⽣を受け⼊れている。
特に、ブロードウェイなどのシアターダンス（ミュージカル）やジャズダンスのレッスンに定評あり。

Steps のダンスインストラクターは、世界的に有名なダンサーとして活躍するプロ集団で、様々な
ジャンルのダンス・レッスンはすべて世界トップレベルのクオリティ。毎⽇オープンクラス50レッスン以上
が開催されています。1レッスン=90分。

【ダンス種類】
Little Steps、Pre Dance, Tap Basic、Ballet, Jazz, Tap、Pointe、Jazz、Isadora Duncan, Theater Dance, Horton 
Technique, Hip-hop, Contemporary etc..



追記

1) Sacred Heart
2) Sacred Heart
3) Brooklyn/Queens

⼊学⽇から2か⽉をきって申
請した場合、追加$85
CE⼿配

JFK空港利⽤の場合

1$＝110

追記

無料サービス

最安値プラン

追記

⽬安︓1ヵ⽉=$700
⽬安︓1ヵ⽉=$700

TEL︓03-6278-8750　FAX : 03-6264-1578　E-mail︓info@career-ex.com

全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を⽬安としてください
【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料⾦・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

株式会社キャリアエクスチェンジ
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAGUE303   www.career-ex.com

現地⽣活費・交通費等 $2,100 $4,200 $8,400
③　⼩計　US$ $2,100 $6,300 $14,700

③渡航後にかかる費⽤ IISP 3か⽉コース
休暇無

IISP 6か⽉コース
休暇1週間

IISP 12か⽉コース
休暇2週間

シェアアパート滞在費 $0 $2,100 $6,300

海外留学⽣保険料(最安値例) ¥52,440 ¥108,010 ¥223,120
②　⼩計　⽇本円 ¥405,440 ¥461,010 ¥556,120

ビザ申請サポート ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000
往復航空券（⽬安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000

滞在⼿配費 ¥55,000 ¥55,000 ¥35,000
海外通信送⾦費 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

プログラム⼿配費 ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000
語学学校⼿配費 $0.00 $0.00 $0.00

①⼩計　⽇本円 ¥950,070 ¥1,219,350 ¥1,617,440

渡航前にかかる費⽤ IISP 3か⽉コース
休暇無

IISP 6か⽉コース
休暇1週間

IISP 12か⽉コース
休暇2週間

学⽣ビザ/SEVIS申請料 $510.00 $510.00 $510.00
⼩計US$ $8,637.00 $11,085.00 $14,704.00

⽚道空港送迎 $190.00 $190.00 $190.00

語学学校 登録料 ー ー ー 語学学校追加の⼿配は、お
問い合わせ下さい。語学学校 授業料 ー ー ー

寮 登録料・保証⾦等 $55.00 $55.00 ー

Steps 申請料学費 $2,592.00 $5,040.00 $9,704.00

Steps 緊急⼿続き費⽤ ー ー ー

Steps 申請料 $250.00 $250.00 $250.00

M1ビザ取得　Steps IISP IISP 3か⽉コース
休暇無

IISP 6か⽉コース
休暇1週間

IISP 12か⽉コース
休暇2週間

滞在費 $5,040.00 $5,040.00 $4,050.00

時期によって授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください︕

滞在先
1)⼥⼦寮2⼈部屋
平⽇朝晩2⾷付

12週間

2)⼥⼦寮2⼈部屋
平⽇朝晩2⾷付

12週間

3)ホームステイ個室
マンハッタン外/朝⾷付

12週間

Steps on Broadway ニューヨーク・ダンス留学

まずはご相談！

電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は

お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら

留学開始の

3ヶ月前を目安に


