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1レッスン90分、10:00AM - 22:00までスタジオ、フルオープン︕迷ったら、BDC︕
短期留学の体験〜趣味、⻑期留学のアマチュア〜プロまで、ニューヨークにダンス留学を⽬指す皆様必⾒︕

アメリカ・ニューヨーク・Y2022
Broadway Dance Center (BDC)

ブロードウェイ・ダンスセンター　
ニューヨーク・ダンス留学プログラム

圧倒的知名度を誇る、Broadway Dance Center へのニューヨークダンス留学プログラム︕
1〜12週間までの短期ダンス留学、3/6/12か⽉のビザ取得⻑期留学プログラムまで、ダンス留学のあらゆるニーズに対応︕



BDCのビザ取得【⻑期】ダンス留学プログラムの詳細は、【短期】プログラムの次に続きます。

Broadway Dance Center 【短期】ダンス留学

BDC短期ダンス留学プログラム　おススメポイント︕

BDC短期ダンス留学プログラムの詳細

【⼊学⽇】 1)BDCダンスのみ︓いつでも 2)BDCダンス＋語学︓毎週⽉曜⽇

【受講期間】 5レッスンを申込から1ヵ⽉以内で受講

【プログラムの特徴】
● パソコンまたはスマートフォンにZOOMをインストールして、ニューヨークのブロードウェイダンスセンターのダンスレッスンが受講できます。
● 5レッスン単位で⼿配。1ヵ⽉の有効期限があります。
● ダンスレッスンに語学学校を加え、ダンス＋語学留学の⼿配も可能。その他、プログラムの組み合わせは、お問い合わせ下さい。
● BDCの短期ダンス留学プログラムは、ダンスだけでなく、Voice Training （ヴォーカルレッスン）受講もお選びいただけます。
● ダンスのみの場合、⼊学⽇⾃由。ダンス＋語学の場合、語学学校のご⼊学⽇のみ毎週⽉曜⽇固定。

【授業時間】 ニューヨーク時間10:00AM〜22:00までのお好きな時間。1クラス60〜75分。約350レッスンの中からご希望のレベル・ダンス
ジャンルをお選び頂けます。主に、⽇本時間の深夜〜早朝の時間帯のレッスンになりますので、ご注意下さい。

【ダンス種類】
Ballet、Jazz、Street Jazz, Jazz Funk, Contemporary Jazz, Latin Jazz, Hip-Hop、Funk, House, Theater、Tap、Theater 
Tap, Latin、African、Voice Training、Stretch、Pilates、Yoga, Belly Dance, JFH, Breakin, Jumps/Turns, Pointe, 
Poppoing, Afrincan など。初⼼者〜上級者まですべてのレベルでレッスン受講可能です。

【プログラムに含まれる内容】
【オンラインコース】 BDCオープンクラスチケット、⼿配料⾦、海外送⾦通信料

【プログラムに含まれない内容】
● 航空券、海外旅⾏留学保険、⽣活費、交通費、滞在先、航空券、プランに含まれない⾷費等

世界中から⼀流の芸術家やダンサーが集まり芸術的魅⼒あふれる街、ニューヨーク 。キャリア・
エクスチェンジのニューヨーク短期ダンス留学プログラムは、ブロードウェイ・ダンスセンターの協⼒を
得て実現︕体験〜趣味〜アマチュアダンサー〜プロのダンサーまで、あらゆるレベルの皆様にご
参加頂ける、オケイコ留学プログラムとなっております。ニューヨーク短期ダンス留学プログラムは、
1週間〜3か⽉間（90⽇）まで、ビザ無しでご参加頂けます。

ダンスだけでなく、語学学校も⾏きたい︕という場合、BDCダンス＋語学留学プログラムのご案
内も可能です。キャリアエクスチェンジでは、世界的に有名なダンススクール＝ブロードウェイ・ダン
スセンターと提携し、皆様の⽬標・ご希望・ご予算に応じてより適切なダンス留学・オケイコ留学
を実現できるよう全⼒でサポート致します。初⼼者〜プロレベル、プラスアルファのよくばり留学ま
で、あらゆるレベルのダンス留学・オケイコ留学を応援します︕

BDCでは、1週間で350クラス以上のオープンクラスが開催されており、そこには週数回のヴォーカル・トレーニング・クラスも含まれています。BDCの
短期ダンス留学プログラムでは、ダンスレッスンと合わせてVocal Training の受講も可能ですので、ダンスだけでなく、ダンス＋ヴォーカル・トレーニ
ングに参加したい、という皆様にも最適なプログラムです。



追記

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

CE⼿配

4週間

JFK空港利⽤の場合

1ドル=110円

追記

無料サービス

最安値プラン

追記

⽬安︓1ヵ⽉=$700
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現地⽣活費・交通費等
③　⼩計　US$

$0 $750 $750
$0 $750 $750

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。

BDCダンス10レッスン BDCダンス20レッスン
4週間

ー ー ー

BDCダンス10レッスン BDCダンス20レッスン
4週間

BDCダンス20レッスン
+ 語学　4週間

学⽣ビザ/SEVIS申請費 ー ー ー
⼩計US$ $220.00 $2,735.00 $3,164.00

語学学校 滞在費⼿配料 ー ー ー
往復空港送迎 $0.00 $0.00

③渡航後にかかる費⽤

シェアアパート滞在費

BDCダンス10レッスン BDCダンス20レッスン
4週間

BDCダンス20レッスン
+ 語学　4週間

$0

海外留学⽣保険料(最安値例) ¥0 ¥20,360 ¥20,360
②　⼩計　⽇本円 ¥77,000 ¥152,360 ¥132,360

$0 $0

ビザ申請サポート ー ー ー
往復航空券（⽬安） ¥0 ¥0 ¥0

滞在⼿配費 ¥0 ¥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 ¥66,000 ¥66,000 ¥66,000
語学学校⼿配費 ー ー $0.00

①⼩計　⽇本円 ¥24,200 ¥300,850 ¥348,040

渡航前にかかる費⽤

$0.00

語学学校 登録料 ー ー $100.00
語学学校 授業料 ー ー $1,224.00

学⽣ビザ不要　短期ダンス留学 BDCダンス20レッスン
+ 語学　4週間

滞在費 $0.00 $2,240.00 $1,400.00
寮 登録料・保証⾦等 $0.00 $55.00 ー

教材費

滞在先

語学学校

1)滞在先無
語学学校︓無

2)⼥⼦寮2⼈部屋
平⽇朝晩2⾷付
語学学校︓無

3)ホームステイ個室
マンハッタン外/朝⾷付
語学︓Zoni(ご参考)

ダンス・レッスン料 $220.00 $440.00 $440.00

Broadway Dance Center 【短期】ダンス留学
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︕

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



BDC⻑期ダンス留学プログラム International Student Visa Program (ISVP) おススメポイント︕

BDC⻑期ダンス留学プログラム ISVP の詳細

Broadway Dance Center 【⻑期】ダンス留学
0

【⼊学条件】
● 18歳以上
● M1(専⾨留学)ビザの取得
● BDC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︓＄6,000以上の銀⾏残⾼証明書
2）6ヶ⽉間の留学︓＄12,000以上の銀⾏残⾼証明書
3）12ヶ⽉間の留学︓＄24,000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。
● ダンスポーズの写真
● 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

【BDC ISVP 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。
● 偶数⽉（2・4・6・8・10・12⽉）の第⼀⽉曜⽇の⼊学
● ⽉〜⽇、週12クラスレッスン受講。（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60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。 但し、

※週2回のバレエクラスは必須。
※その他の10レッスンは、Jazz、Lyrical Jazz、Contemporary Jazz、Musical Theatre、Funk、Hip Hop、

Break dancing、African、Tap、Voice、Stretch、Pilates 等から選択。
※上記レッスン以外に、留学⽣専⽤の特別クラス受講、ダンスパフォーマンスステージへの参加可能。

● 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。

ブロードウェイダンスセンター（Broadway Dance Center＝BDC）では、⻑期間真剣にダン
スを学びたい皆様向けに、留学⽣専⽤⻑期ダンス留学プログラム ISVP=International 
Student Visa Program を運営。毎年、全世界30ヶ国以上からの留学⽣を受け⼊れ、留
学⽣はそれぞれの⽬標・夢を実現させるべく、⽇々BDCのダンストレーニングに没頭しています。

BDCでは、留学⽣のサポート体制も万全で、⽇本語対応可能なStudent Advisorが留学中
の様々な相談に応じてくれますので、語学⼒に⾃信がない場合も安⼼して留学することができま
す。ISVP受講⽣は、プログラムの最後に実際にステージで踊る機会も与えられ、プログラム修了
時には修了証明書（Certificate）が授与されます。当社⼀番⼈気のニューヨーク・ダンス留
学プログラムです︕



●　⼊学⽇︓　3ヵ⽉・6か⽉・12か⽉各留学プログラム共通、2022年4⽉11⽇、2022年7⽉11⽇、2022年10⽉3⽇
●　修了⽇︓　第4⽇曜⽇　

各プログラムの⼊学⽇と⼊学申請締め切り⽇は、下記の通りです。

●　授業料

Broadway Dance Center 【⻑期】ダンス留学

BDC⻑期ダンス留学プログラム ISVP 学校設備

BDC⻑期ダンス留学プログラム ISVP ⼊学申請スケジュールと授業料　(2022年の場合)

● Wifiインターネット環境完備
● ブロードウェイ・ダンス・センター・カフェ ︓ サンドイッチ、軽⾷、スナック、デザート、各種ドリンク等
● ブロードウェイ・ダンス・センター・ストア ︓ BDCロゴ⼊りグッズ、Tシャツ、ダンスウェア、スウェット、キャミソール、バッグ、タオル、ソックス、ヘアー
バンド等が販売されています。
● ロッカー ︓ 数に限りはありますが、年間契約で借りられるロッカー有り。ｓ必要な場合は、⼊と学後にBDC担当者に直接ご相談下さい。



追記

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

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=$750
⽬安︓1ヵ⽉=$750
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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。

現地⽣活費・交通費等 $2,250 $4,500 $9,000
③　⼩計　US$ $2,250 $6,750 $15,750

語学学校追加の⼿配は、お
問い合わせ下さい。

BDC申請料学費 $2,950.00

語学学校 登録料 ー ー ー
語学学校 授業料 ー ー ー

滞在費 $6,720.00 $6,720.00 $4,200.00
寮 登録料・保証⾦等 $55.00 $55.00

③渡航後にかかる費⽤ ISVP 3か⽉コース
休暇無

ISVP 6か⽉コース
休暇1週間

ISVP 12か⽉コース
休暇2週間

シェアアパート滞在費 $0 $2,250 $6,750

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 ¥1,174,250 ¥1,443,750 ¥1,611,500

渡航前にかかる費⽤ ISVP 3か⽉コース
休暇無

ISVP 6か⽉コース
休暇1週間

ISVP 12か⽉コース
休暇2週間

学⽣ビザ/SEVIS申請料 $510.00 $510.00 $510.00
⼩計US$ $10,675.00 $13,125.00 $14,650.00

⽚道空港送迎 $190.00 $190.00 $190.00

ー

BDC申請料 $250.00 $250.00 $250.00

教材費 ー ー ー
$5,400.00 $9,500.00

M1ビザ取得　BDC ISVP ISVP 3か⽉コース
休暇無

ISVP 6か⽉コース
休暇1週間

ISVP 12か⽉コース
休暇2週間

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

Broadway Dance Center 【⻑期】ダンス留学
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︕

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


