
ダンス・カンパニーのプロのダンサーと同じ環境の中でバレエ＆ダンスが学べるダンススクール︕
3, 6, 9, 12 ヵ⽉、2年と選べる留学期間と幅広くバラエティに富んだジャンルのダンス・レッスンで⼈気︕

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
Periance Capezio Center

ペリーダンス・カペジオ・センター
ニューヨーク・ダンス留学プログラム

初⼼者〜プロまで、あらゆるレベル＆ジャンルのダンス留学を実現するニューヨークの有名ダンス・スクール、ペリーダンス︕
ぺりーダンス・カペジオ・センターは、ダンスカンパニー”Peridance Contemporary Dance Company”の本拠地︕



ペリーダンス・カペジオ・センター　おススメポイント︕

ペリーダンス・カペジオ・センター　ダンス留学プログラム⼊学条件

ペリーダンス・カペジオ・センター　ダンス留学

【プログラム種類】
Independent ance Studies Program (COVID19-Hybrid) ※COVID19禍の特別プログラムです。

1) 12 Month course of study: 48 weeks of study, 4 week vacation period 12ヵ⽉・4週間休暇有り
2) 6 Month course of study: 24 weeks of study, 2 week vacation period 6ヵ⽉間・2週間休暇有り
3) 3 Month course of study: 12 weeks of study, 1 week vacation period 3か⽉間・1週間休暇有り

【カリキュラム】
1週間あたり18時間のダンスレッスン。週2〜5回のスタジオレッスン + 9〜12回のオンラインクラス

【ダンスレベル】
初⼼者〜上級者まで

【参加資格】
●18歳以上。⾼校卒業証明書。
●⼊学申請書類に書かれている内容を理解し、必要書類すべて提出できること。
●インターネットアクセスが常に確保できて、Zoomによるレッスンが受けられること。
●F1ビザ取得要件を満たしていること。
● 下記、学校規定額以上の留学⽣ご本⼈名義の英⽂預⾦残⾼証明書

3ヶ⽉︓ US$9,000
6ヶ⽉︓ US$14,000
12ヶ⽉︓ US$23,000(Dance Studies Program) , US$26,000(Certificate Program) 
※残⾼証明書の詳細は、お⼿続きの際に書⾯にてご案内いたします。
※本⼈名義以外の残⾼証明書提出の場合、更に収⼊証明書（源泉徴収票・課税証明書等）、

スポンサーの誓約書等追加書類が必要となる為、必ずご本⼈名義の残⾼証明書をご⽤意下さい。

世界的に有名なモダン・バレエ・カンパニー”Peridance Contemporary Dance 
Company” 付属のダンススクールに留学︕初⼼者〜プロまで、バレエ＆モダンバレエを中⼼
に、ジャズやタップダンス、⺠族舞踊等様々なジャンルのバレエ・ダンスを学ぶなら、ニューヨーク、
ペリーダンスセンターがおススメです。

ペリーダンスセンターでは、オーディション無しで初⼼者〜プロレベルまで参加可能なダンス留学
プログラム＝Dance Studies Proram および、オーディション合格者のみが参加可能な上
級者向け＆プロのバレエダンサー養成プログラム＝Certificate Program が⽤意されており、
アマチュア〜プロまで幅広い層のダンサーに⼈気です。2年以上の⻑期留学の場合で、在籍
中の成績が特に優秀であり、尚且つペリーコンテンポラリーダンスカンパニーの主催者Peri⽒に
実⼒が認められた留学⽣には、プラクティカルトレーニング(PT) 申請の機会が与えられ、ペ
リー在学期間中にダンスカンパニー等での活動が実現する可能性もあります。



ペリーダンス・カペジオ・センター　ダンス留学

【参加資格】 全ページからの続き。
● 英⽂エッセイ︓ これまでのダンス経歴や今後の⽬標、ゴール等、簡単に書き記した英⽂エッセイ。A4サイズ1ページにまとめて下さい。
● 学校所定の英⽂健康診断書︓ 医師の署名が必要です。
● 予防接種または抗体証明書︓ はしか、おたふく⾵邪、百⽇咳、⽔疱瘡（みずぼうそう）、破傷⾵。証明書は、⺟⼦⼿帳の記録から
かかりつけ医の証明書（英⽂）を発⾏頂くか、⾎液抗体検査結果および医師の診断書（英⽂）をご提出、いずれかの⽅法でご準備願
います。⾎液抗体検査の場合、結果が出るまでに数か⽉かかる場合がありますので、お早⽬に病院にご相談下さい。
● その他、Peridance/当社が準備をする書類のご提出
● 海外旅⾏留学保険加⼊、加⼊証明書の提出
● 出発の前⽇に受診したCOVID19 PCRテストの結果を healthfirst@peridance.com に提出。更に、Peridanceに登校するまで
に、アメリカ国内で14⽇間の⾃宅待機必須。



ペリーダンス・カペジオ・センター　ダンス留学

Peridance留学プログラムのご案内事項

インターンシップについて　【ご参考】

● 毎⽉出席⽇数およびダンスレッスンの評価が報告され、その結果スケジュールが調整されることがあります。出席⽇数が不⾜し、警告を受け
た場合退学処分を受けることがあります。追加レッスンが必要になった場合、追加料⾦を学校に直接料⾦をお⽀払いいただきます。

● 在学中、先⽣から学校内で企画されるワークショップへの参加を勧められる場合があります。ワークショップ参加費⽤は、留学プログラムには
⼀切含まれておりませんので、ワークショップ受講料は別途学校に直接お⽀払下さい。⼀部、例外として留学プログラムとして⽀払われた授業料
の⼀部をワークショップに充当することが可能な場合もありますので、詳細は、学校のStudent Advisorにご相談下さい。

● 他校のワークショップやレッスンに参加する場合、必ずペリーダンスセンターの許可が必要となります。他校のワークショップ参加の為に、ペリーダ
ンスの授業を⽋席することは固く禁じられています。

● １年間またはそれ以上の課程を修了した場合、修了証書が授与されます。（3・6か⽉プログラムの場合、修了証の発⾏はありません。）

● 3ヵ⽉コースで1週間、6ヶ⽉コースで2週間、1年コースでは4週間までの休暇取得が認められておりますが、休暇を取得する場合には、必
ず学校の事前の許可を得て下さい。4週間の休暇によって、受講できなかったクラス分＝52レッスン分は、翌⽉〜2ヶ⽉以内に消化することがで
きます。

【プラクティカル・トレーニング（PT） = インターンシップ就労について】
プラクティカルトレーニング=PTは、ダンス上級レベルの成績優秀な留学⽣がその経験を⽣かし、更に専⾨的に深くダンスに取り組むことができ
るよう与えられたトレーニングの機会です。※Igal Perry ⽒の許可必須。

① カリキュラー・プラクティカル・トレーニング・プログラム= Curricular Practical Training （パートタイム）
◆ 申請には、Peridance で最低12ヶ⽉間以上のプログラム受講、2年⽬のプログラム受講必須。PT取得後は、週20時間までのインター
ンシップ就労が認められます。
◆ 雇⽤主は、ダンス関係（Dance Company等）限定。給与が得られるか否かについては、雇⽤主と本⼈の交渉によって確定。
◆ フルタイムのPeridance の留学⽣として、2年⽬の授業料を学校に⽀払い、⽉52レッスン以上受講必須。

② オプショナル・プラクティカル・トレーニング・プログラム = Optional Practical Training （フルタイム）
◆ 学校に⽀払う申請⼿続き費⽤ $300 ※予告なく変更されます。
◆ ペリーダンスにおいて、3年以上のプログラム受講、および4年⽬のPeridance プログラム受講必須。
◆ 他校でのダンスレッスン経験は⼀切考慮されません。
◆ プラクティカルトレーニングを使ってのインターンシップ就労の雇⽤期間は、最⻑12ヶ⽉まで。

インターンシップの内容・条件については、予告なく変更されます。インターンシップについては、上記以上の情報提供や事前の確約等⼀切でき
ませんので、興味がある場合、⼊学後に直接Peridance 担当者にお尋ね下さい。



Certificate 2年
初年度の費⽤

ホームステイ個室
マンハッタン外/朝⾷付

12週間滞在費込

$30.00
$350.00

$14,035.00
$4,050.00

$0.00
$190.00
$510.00

$19,165.00

¥2,108,150

初年度の費⽤
¥110,000
¥132,000

ー
¥35,000
¥11,000
¥35,000
¥120,000
¥223,120

¥666,120
初年度の費⽤

$6,300
$8,400

$14,700

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

マンハッタン チェルシー⼥⼦寮 2⼈部屋
平⽇朝晩⾷事付 12週間滞在費込

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

現地⽣活費等　1ヵ⽉$700　　 $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 3ヵ⽉ 6ヵ⽉ 12ヵ⽉
シェアアパート滞在費 1ヵ⽉$700 - $2,100 $6,300

海外留学⽣保険料(最安値例) ¥36,930 ¥108,010 ¥223,120
②　⼩計　⽇本円 ¥389,930 ¥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(無料) ー ー ー

渡航前にかかる費⽤ 3ヵ⽉ 6ヵ⽉ 12ヵ⽉
オーディション申請サポート料★ - - -

⼩計US$ $9,195.00 $11,995.00 $16,870.00

①⼩計　⽇本円 1$=110 ¥1,103,400 ¥1,439,400 ¥1,855,700

⽚道空港送迎(JFKの場合) $190.00 $190.00 $190.00
学⽣ビザ/SEVIS申請費 $510.00 $510.00 $510.00

滞在費 $5,040.00 $5,040.00 $4,050.00
寮 登録料・保証⾦等 $55.00 $55.00 $0.00

申請料 $350.00 $350.00 $350.00
授業料 *⼀括払いの場合 $3,050.00 $5,850.00 $11,770.00

滞在先
ホームステイ個室

マンハッタン外/朝⾷付
12週間滞在費込

書類審査・DVD審査申請料★ $0.00 $0.00 $0.00

Independent Study Program / COVID 19 Hybrid
Peridance ビザ取得 3ヵ⽉ 6ヵ⽉ 12ヵ⽉

ペリーダンス・カペジオ・センター　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


