
アメリカ・イギリスの大学と提携を持つ進学に強い語学学校
高校生から社会人までの方で真剣に英語を勉強したい方に最適

シンガポール 2018

SSTC Institute
SSTCインスティテュート 語学学校
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追記

レベル毎現地購入

レート＄=90

追記

ー

30日以上でビザ必須

最安値プラン

追記
目安 月＄800

目安 月＄400

③ 小計 SIG$ $800 $1,200 $3,600
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 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。

② 小計 日本円 ¥119,400 ¥125,440 ¥158,240
③渡航後にかかる費用 2週間 4週間 12週間
シェアアパート滞在費 $400 $800 $2,400

現地⽣活・交通費 $400 $400 $1,200

海外通信送⾦費 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
ビザ申請サポート ー ー ー
往復航空券（目安） ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000
海外留学⽣保険料 ¥13,600 ¥19,640 ¥52,440

①小計 日本円  ¥108,540 ¥196,200 ¥495,900

渡航前にかかる費用 2週間 4週間 12週間
プログラム手配費 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000
滞在先手配費 ー ー ー

学⽣ビザ申請費 ー ー $90
小計SIG$ $1,206 $2,180 $5,510

一般英語 週5日
9：25AM〜16：15PM

一般英語 週5日
9：25AM〜16：15PM

一般英語修了証
9：00AM〜16：00PM

授業料 $1,086 $2,060 $4,920

学校申込⾦ $120 $120 $500
学校教材費・設備費 ー ー ー

シンガポール SSTC Institute
学費・ビザ・滞在費用 2週間 4週間 12週間

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
当社へお申込ください

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・
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CORE VALUES 
•  Sincerity 
•  Professionalism 
•  Integrity 
•  Respectfulness 
•  Innovativeness 
•  Trustworthiness 

VISION,	  MISSION	  &	  CORE	  VALUES	  

VISION 
 

To be a Leading Academy Recognized For Quality Education 

MISSION 
 

Empowering YOU  
to succeed! 

•  Through continuous improvement 
•  Providing quality education for meaningful careers 
•  Rendering pastoral guidance for holistic development 
•  Offering service excellence 
•  Ensuring financial sustainability and reputation 
•  Establishing and maintaining reputable partnerships 



Myanmar	  

Thailand	  

Laos	  

Mongolia	  

South	  Korea	  

Italy	  

Brazil	  

Indonesia	  

Russia	  

Belgium	  

Tahi:	  

India	  

France	  

Philippines	  

Taiwan	  

South	  Africa	  

Malaysia	  

China	  

Cambodia	  

Vietnam	  

Hong	  Kong	  
Singapore	  

STUDENTS	  FROM	  AROUND	  THE	  WORLD	  

Saudi	  Arabia	  
Netherlands	  

Bangladesh	  

Sri	  Lanka	  

United	  Kingdom	  

Germany	  



EDUCATIONAL	  PARTNERS	  



SINGAPORE	  EDUCATION	  SYSTEM	  

190 Primary Schools      166 Secondary Schools  5 Polytechnics  
18 Junior Colleges          1 Centralised Institute  3 ITE campuses 
9 Specialised Schools     5 Universities 



•  Certificate in General English 

•  Preparatory Course for IELTS Examinations 

•  Certificate in Academic Study Skills 

•  Conducive Class Size 
•  Native speakers and experienced teachers 
•  English lessons based on Cambridge English 

•  Full-day & Half-day programmes on offer 

•  Various durations available for Certificate in 
General English 

ENGLISH	  


