
シンガポール・オーチャードロード 2023

inlingua School of Languages

インリンガ スクール オブ ラングエッジズ

世界44ヵ国に展開する語学学校のシンガポールキャンパス
英語＋他言語コースが充実！
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追記

発行料S$60
＋ビザ代S$30

レート＄=90

追記
5週間以上で無料！

3ヶ月以上はビザ必須

最安値プラン

追記
目安　月＄700

目安　月＄400現地生活・交通費 $200 $400 $1,200

③　小計　SIG$ $200 $400 $2,600

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。

②　小計　日本円 ¥97,820 ¥104,640 ¥141,940
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 ー ー $1,400

ビザ申請サポート ¥0 ¥0 ¥35,000
往復航空券（目安） ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000
海外留学生保険料 ¥6,220 ¥13,040 ¥50,340

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 ¥0
海外通信送金費 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600

学生ビザ申請費 ー ー $90

小計SIG$ $2,350 $4,000 $8,669

①小計　日本円　 ¥211,500 ¥360,000 ¥780,233

12週間の場合、
最初の4週間のみ

ホームステイ(スタンダード）
個室・朝食付き

ー $1,640 $1,640

ホームステイ(デラックス)
個室・朝食付き

$940 ー ー

授業料 $1,310 $2,260 $6,739

滞在手配費 $0 $0 $0

滞在費(下記いづれか）

学校申込金 $0 $0 $0

学校教材費・設備費 $100 $100 $200

インテンシブ英語
週25レッスン

inlingua ・オーチャードロード
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

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・

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
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〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F PORTAL POINT YURAKUCHO BW-06
電話:03-6278-8750　FAX:03-6264-8758　E-mail：info@career-ex.com



Who are we?
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Operating in Singapore

since 1972

(also cover Johore since 2017)

Over 250 inlingua 

Centres

in over 30 countries

Edutrust certified

by the Committee for

Private Education 

(CPE)



Why inlingua Singapore?
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Over 22

languages 

taught

A great team of 

trained and 

experienced 

teachers

inlingua methodology 

focuses on speaking



Where are we located?
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After lessons, students will have many options for spending their free-time as 
we are located in the heart of Singapore, surrounded by shops, restaurants 

and cafes, and within easy reach to Singapore’s iconic places of interest.



School Facilities
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Statistics for 

Intensive Classes (before 2020)
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31
Average 

Age

60% Female

40% Male

Gender

JP
35%

CN
14%KR

10%

ID 5%

TW
5%

VN
3%

TH
3%

RU
5%

Others
20%

Student Nationality

5.2

Average 

Class 

Size



Accommodations
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DeluxeStandard

HDB flat (where most 
Singaporeans live)

$420 / week

Private Condominium 
or Detached House

$470 / week
You must be 18 years old to stay in a
hotel if you are not accompanied by

your parents/guardian

Booking for hostels / hotels will be

done by students unless it is Edutours

Referral service to a 

suitable family

Home-stay with a Singaporean family Hostel / Hotel


