
Cebu Study Abroad



2013年 
フィリピン・セブ島語学留学「MBA」 設立 
2013年に開校して以来3,000名を超える社会 ⼈卒業⽣を輩出してきた当校 、英語習得に迫ら
れた社会⼈ 多様なニーズにお応えできる“実績No.1” 語学学校です。  
 

2016年 
オンライン英会話「MBA ONLINE」設立 
セブ校で実際に教えている講師が、英会話レッスンを担当し、セブ本校と変わらないクオリ
ティーで、お客様 ニーズに応えるオーダーメイド授業を提供します。  
 

2016年 
英会話スクール「スタートアップイングリッシュ」設立 
⽇本国内で低価格で優秀な英語講師と、マンツーマンでハイクオリティなレッスンが受講できま
す。卒業⽣ みならずこれから英会話を始める英語学習者を ⽀援します。 
 

2019年 
ミライズ（Me I E）としてブランド統一 
会社 ミッションである「世界へ 挑戦をもっと身近に」を実現すべく、それぞれ別々だった留学
・オンライン英会話・英会話スクール ブランド名を統一しました。  
また2020年にコーチング 提供も開始。  

ミライズについて 



ミライズ留学と ？ 

目的に合わせた明確な目標設定 

弱点を伸 すことにフォーカスしたスキル別レッスン 

全講師が英語学習に精通したプロフェッショナル講師

フィリピン セブ島で 留学、 

集中して英語学習ができる語学プログラムです。 

高いクオリティとボリューム あるレッスンをご受講いただけます。 



ミライズ留学 特徴

全講師が英語学習に精通した  

プロフェッショナル講師 

 
ミライズ講師 、英語を第二外国語とし
て教える「 E OL」 トレーニングを義務

付けしています。  
実務経験も豊富な「教えるプロ」だからこ
そ英語力を効率的に向上させることが可

能です。 
 

「使える英語」をしっかりと指導できま
す！ 

 

ミライズで 、留学中 英語力向上に責
任を持つ、

担任(コアティーチャー)制度
を採用しております。

コアティーチャーが一括管理することで、

最短ルートで弱点に効果的なアプ

ローチができます！

ご本人 目標に応じた体系的な授業プ

ランを組み立てていくことが可能。  

3,000名以上 社会人卒業生サポート実
績に基づいた効果的な学習方法を熟知

する 
日本人スタッフ/トレーナーに  

オンライン留学中いつでも相談可能！  
 

英語学習をトータルコーディネート  

自分史上最高 “英語力” 

到達を支援します。  

こだわり  
マンツーマンレッスン  

TESOLと 、母国語を英語としない人へ  英語教授法 プロとして 資格として、世界中で認定されています

 
 
 

日本人スタッフ/トレーナーが徹
底サポート 



環境整備された環境で 

レッスン提供！ 
  

 本気で英語を伸 したい大人 ため 環境 があります。

ミライズ留学で 、キャリアアップを目的とした社会人 語学

習得 みならず、すべて 英語学習者、そしてアジア

様々な国から英語を学びたい人が集う場をご提供すること

に徹底的にこだわっています。

 

授業提供しているセブ校 環境

レッスン
キュービクル

校舎



  基本プログラム  パーソナルトレーニングプログラム  

カリキュラム  セミオーダー  フルオーダー 

日本人 
サポート 

日本人カウンセラー   プロ英語トレーナー  

サポート 
ツール 

LINE/メール/電話   LINE/メール/電話/ZOOM面談  

授業コマ数 

5マンツーマン＋2グループレッスン  
1コマ50分 

計7コマ+自習1コマ  
（9:00~17:50)  

最大10マンツーマン  
（４コマまで授業を自習時間に変更可能）  

1コマ50分 
計10コマ(8:00~18:50)  

受講可能
コース 

           ・英語学習初心者コース 
           ・日常英会話コース　 
           ・ビジネス英会話コース 
           ・海外赴任準備コース 
           ・英語試験対策コース 

           ( OEIC, OEFL, IEL )　 

　　　　・海外渡航準備完了コース 
            ・日常英会話スキルアップコース 

・ビジネス英語スキルアップコース 
            ・海外赴任準備完了コース    
            ・英語試験対策コースPro 

 ( OEIC, OEFL, IEL )　 

備考 
4コママンツーマン 半日プログラムへ アレ
ンジが可能。（週10,000円割引） 

*担当 プロ英語トレーナーが一緒に並走 
学習開始前にレベルチェックと担当トレーナーによるオン

ラインカウンセリング 
（初回セッションで 学習ロードマップ、自己学習スケ

ジュール作成、週1回 コーチング面談、ファイナルセッ
ションで 卒業後 学習アドバイス） 

留学後 オンラインorオフラインレッスン4回付。 

プログラム一覧



基本プログラム　

一人ひとり レベルと興味に合わせた 

セミオーダーメイドカリキュラム 

特定 教科書だけに沿うような授業 行いません。  
現状 ニーズや英語を使用されるシーン、弱点などにあわせて 

お一人おひとりへ独自 カリキュラムを作成します。 

事前アンケート 初回ヒアリング 学習プラン作成

レベルチェックテスト
1週間 方 希望制

臨機応変な適応⼒ 当講師陣だからこそ実現できるクオリティです。 

1対1だから他 ⽣徒を気にする必要が無く、英語初⼼者 方に特におすすめです。 

事前アンケートからコンサルシートを作成し、初回ヒアリングとレベルチェックテストで学習⽬的に

あったプランを作成させて頂きます。 

※フィリピン人講師
(コアティーチャー)



学習 進め方や自己学習方法がわからない方でも安心！ 

現状 レベルや英語を使用されるシーン、弱点や目標にあわせて 

担当トレーナーが、ヒアリングを行いながらカリキュラムを作成します。 

パーソナルトレーニングプログラム　

学習開始前〜学習中、自己学習まで 

日本人 プロ 英語トレーナーがレベルと目標に合わせた 

スケジュール管理とフルオーダーメイドカリキュラム 

事前アンケート 
プログラム開始

学習プラン作成 
学習プラン  
提案書発行 

レベルチェックテスト 
※受講必須 

初回ヒアリング 
※担当日本人トレーナー 

学習開始前学習開始  
 

レッスン開始 

英語学習 プロが「英語レベル」「課題」「目標」をもとに

オーダーメイド 英語学習カリキュラムをデザイン

英語を教える で なく、英語学習へ 「 課題発見」と「最適な英語 勉強方法 」をコーチングしていきます。

短期的な成果 もちろん、長期的に英語を伸 し続けるため

「習慣化形成」と「モチベーション維持」 サポートをします。



chedule  

8:00～8:50   Lesson or elf study  

9:00～9:50   Lesson or elf study  

10:00～10:50   Lesson or elf study  

11:00～11:50   Lesson or elf study  

11:50～13:00   Lunch time  

13:00～13:50   Lesson or elf study  

14:00～14:50   Lesson or elf study  

15:00～15:50   Lesson or elf study  

16:00～16:50   Lesson or elf study  

17:00～17:50   Lesson  

18:00～18:50   Lesson or elf study  

授業スケジュール 

※コロナ前 金曜日午後 プレゼンテーションクラスでしたが、感染防止 観点から当面 中止とし、他 曜
日と同様 スケジュールにて授業実施いたします。

基本プログラム
9:00スタート
17:50終了
となります。

パーソナルトレーニング
プログラム
8:00スタート18:50終了
となります。

※毎週金曜日、17:00～17:50 コマ 卒業式となります

※入学日 月曜日、
8:00〜8:50 コマ
オリエンテーションとなりま
す



新料金表（基本コース） 

対象コース：基礎英語力完成コース・日常英会話実践コース・ビジネス英会話コース・各種試験対策コース 

授業コマ数：マンツーマン5コマ、グループレッスン2コマ 

入学金  30,000円 / 一律 

現地費用 
20,000円 / 一律 

（*25週間以上 ご留学 方 、一律40,000円となります。） 

オプション 

・土曜日レッスン（マンツーマン5コマ） 

（1週間+20,000円 / 2週間+30,000円 / 3週間+40,000円 /  

   4週間+50,000円以降同様） 

・グループクラス1コマをマンツーマンに変更 

（1週間あたり+10,000円） 

料金に含まれるも  

【基本料金に含まれるも 】  【入学金に含まれるも 】  【現地費用に含まれるも 】 

・授業料  ・登録料  ・ P費用 

・宿舎代  ・レベルチェックテスト  ・水道光熱費 

・テキスト代  ・カリキュラム作成代  ・ドライヤー・扇風機代 

・朝食代  ・学習ニーズヒアリング  ・バスタオル交換代 

・施設内インターネット    ・清掃代（週2回） 

・ジム利用料　　　　　　※ドミトリールームに アメニティ ございません 

料金に含まれないも  

・往復航空チケット代  

・延長ビザ費用（30日以上滞在 方）  
※フィリピン政府により料金が変更される場合があります。

ビザ延長料金／入国から30日間無料

1回目 延長（＋29日間） 3,930ペソ／2回目 延長（＋30日間） 5,100ペソ

3回目 延長（＋30日間） 3,230ペソ

・AC  I-CA D 3,000ペソ（59日を超えて滞在する方）  

期間

（週）

1人部屋

エグゼクティブ
デラックス

（外窓タイプ）

シングル

（内窓タイプ）
セミシングル* ドミトリー**

1 170,000円 100,000円 90,000円 90,000円 70,000円

2 330,000円 190,000円 170,000円 170,000円 130,000円

3 490,000円 280,000円 250,000円 250,000円 190,000円

4 650,000円 370,000円 330,000円 330,000円 250,000円

5 810,000円 460,000円 410,000円 410,000円 310,000円

6 970,000円 550,000円 490,000円 490,000円 370,000円

7 1,130,000円 640,000円 570,000円 570,000円 430,000円

8 1,290,000円 730,000円 650,000円 650,000円 490,000円

9 1,450,000円 820,000円 730,000円 730,000円 550,000円

10 1,610,000円 910,000円 810,000円 810,000円 610,000円

11 1,770,000円 1,000,000円 890,000円 890,000円 670,000円

12 1,930,000円 1,090,000円 970,000円 970,000円 730,000円

16 2,570,000円 1,450,000円 1,290,000円 1,290,000円 970,000円

20 3,210,000円 1,810,000円 1,610,000円 1,610,000円 1,210,000円

24 3,850,000円 2,170,000円 1,930,000円 1,930,000円 1,450,000円

*部屋 ツインタイプですが個室を1名にて利用
**部屋 2人1部屋で、一室計４名にて利用



新料金表(パーソナルトレーニングコース) 

授業コマ数：最大10コマ（※ご要望に応じて最適なプログラムを個別作成します） 

入学金  30,000円 / 一律 

現地費用 
20,000円 / 一律 

（*25週間以上 ご留学 方 、一律40,000円となります。） 

オプション 

・土曜日レッスン（マンツーマン5コマ） 

（1週間+20,000円 / 2週間+30,000円 / 3週間+40,000円 / 4週間+50,000

円以降同様） 

料金に含まれるも  

【基本料金に含まれるも 】  【入学金に含まれるも 】  【現地費用に含まれるも 】 

・授業料  ・登録料  ・ P費用 

・宿舎代  ・レベルチェックテスト  ・水道光熱費 

・テキスト代  ・事前カリキュラム作成*  ・ドライヤー・扇風機代 

・朝食代  ・学習ニーズヒアリング  ・バスタオル交換代 

・施設内インターネット  ・英会話4レッスン(帰国後)  ・清掃代（週2回） 

・ジム利用料     

・トレーナー面談(週1回)     

料金に含まれないも  

・往復航空チケット代  

・延長ビザ費用（30日以上滞在 方）  
※フィリピン政府により料金が変更される場合があります。

ビザ延長料金／入国から30日間無料

1回目 延長（＋29日間） 3,930ペソ／2回目 延長（＋30日間） 5,100ペソ

3回目 延長（＋30日間） 3,230ペソ

・AC  I-CA D 3,000ペソ（59日を超えて滞在する方）  

日本人 英語トレーナーが並走する大人気コース

期間

（週）

1人部屋

エグゼクティブ
デラックス

（外窓タイプ）

シングル

（内窓タイプ）

1 200,000円 130,000円 120,000円

2 390,000円 250,000円 230,000円

3 580,000円 370,000円 340,000円

4 770,000円 490,000円 450,000円

5 960,000円 610,000円 560,000円

6 1,150,000円 730,000円 670,000円

7 1,340,000円 850,000円 780,000円

8 1,530,000円 970,000円 890,000円

9 1,720,000円 1,090,000円 1,000,000円

10 1,910,000円 1,210,000円 1,110,000円

11 2,100,000円 1,330,000円 1,220,000円

12 2,290,000円 1,450,000円 1,330,000円

16 3,050,000円 1,930,000円 1,770,000円

20 3,810,000円 2,410,000円 2,210,000円

24 4,570,000円 2,890,000円 2,650,000円

* 初回セッションで 学習ロードマップ、  

  自己学習スケジュール作成、卒業後 学習アドバイス



ＭＢＡ各クラス 概要
授業内容について 
 

CORE CLASS
　(General English or 

Business English) 

MeRISE English Academyで コアティーチャー（専属担当講師）制度を設けています。コアティー
チャー 生徒様 日々 英語 進捗状況管理や他 講師と 情報共有を行ったり生徒様が円滑に
英語学習が出来るようにサポートする存在です。 CORE CLASSで コアティーチャーと General 
English（日常英会話）と Business English（ビジネス英語）を行っていきます。

General Speaking ビジネス英語・日常会話問わず幅広いジャンルに対して自分 意見を英語で話す事により英語で 自
己表現力を磨くクラスです。主に英語 文章パターンや英文法を意識しながら即興でスムーズにス
ピーキングが出来るようにトレーニングを行っていきます。

Elective Writing 書く練習を行っていきます。例え Ｅメールでよく使われる表現や定型文などを習得していきます。

Listening Strategy 様々な英語音源を聴いて内容をしっかりと理解出来ているかをチェックしていきます。レッスンを通して
注意深く英語を聞き取る練習を行っていきます。

Speech Communication
通常 スピーキングと併せて発音やイントネーションを矯正していきます。正しい発音が出来るようにな
ることで英会話 時により意味が伝わるようになります。また自分自身が正しい発音が出来るようにな
ることで相手が話す英語もしっかりと聞き取れるようになっていきます。

Current Events
主にリーディング力向上とスピーキング力向上（自分 意見を英語で発信するスキル）にフォーカスし
たクラスです。ニュースや雑誌などを活用し英語 リーディング力＋ディスカッション力を磨いていきま
す。

Multimedia Listening ＴＥＤトークなどを活用してリスニング力 強化を図って行きます。動画 内容についてティーチャーと
ディスカッションをする中でスピーキング力も同時に強化することが出来ます。

Self-Study
Self-study（自習時間）で 主に授業中に与えられた課題や自分が復習したい内容 ためにお時間を
使っていただきます。授業で学んだ内容を振り返る時間も効果的に英語力を伸 すために 非常に重
要です。



項番 サービス内容 料金

1 グループクラスをマンツーマンへ 変更（ 1コマあたり） 10,000円/週

2 土曜日クラス（マンツーマン 5コマ） 20,000円/週

6 専用ピックアップサービス（お一人片道） 1,500ペソ（3,000円程）

8 ランドリーチケット
（1枚/洗濯・乾燥・たたみ /8キロまで/校舎内ランドリーショップ）

250ペソ（500円程）

各種オプション 



● コロナ対策
○ パーティション及び検温機 設置

（セブ市 感染予防対策プロトコルに準拠しています）

● コロナ事由による留学キャンセル 場合
○ 授業開始日より前に罹患した場合

■ お支払いいただいた留学費用を全額返金

（ただし医師 診断書 提示を前提とさせていただきます。）

○ 授業開始日以降に罹患した場合
■ 授業を受けられなかった残週分 基本料金を全額返金

そ 他 



https://www.ryugaku-onebridge.com

