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ビジネス留学プログラム
■募集要項（研修開始時期：春／秋）

国 コース 研修期間 参加条件 募集対象

ア
メ
リ
カ

ワシントン大学 12ヶ月

・TOEFL iBT 76（全セクション17以上） 
・英検準1級
・TOEIC 750 
・PTE 51（全セクション45以上）
・TOEIC IP 750 
・IELTS 6.0（全セクション5.5以上）

社会人
（大学生・大学院生も参加可能）

ベルビューカレッジ 12ヶ月
・TOEFL iBT 61 
・IELTS 6.0 （全セクション5.5以上）
・TOEFL ITP 500

大学生・大学院生
社会人

シアトルセントラルカレッジ
レギュラーコース 12ヶ月

・TOEFL iBT 52（ライティング14以上） 
・ TOEFL ITP 470 （所属大学またはICC実
施のみ）
・TOEIC 600
・TOEIC IP 600（ICC実施のみ） 
・IELTS 5.0（ライティング4.5以上）
・ICC英語能力試験

大学生・大学院生
社会人

シアトルセントラルカレッジ
アドバンスコース 12ヶ月

・TOEFL iBT 56 
・ TOEFL ITP 483（所属大学またはICC実
施のみ）
・TOEIC 650
・TOEIC IP 650（ICC実施のみ） 
・IELTS 5.5
・ICC英語能力試験

大学生・大学院生
社会人

シアトルセントラルカレッジ
アドバンスOPTコース 12ヶ月

・TOEFL iBT 60 
・TOEFL ITP 490（ICC実施のみ）
・TOEIC 700
・TOEIC IP 700（ICC実施のみ） 
・IELTS 5.5
・ICC英語能力試験

社会人

サンフランシスコ州立大学
アジアインターンシップコース

春10ヶ月/
秋12ヶ月

・TOEFL iBT 54 
・TOEFL ITP 475（ICC実施のみ）
・IELTS 6.0
上記いずれかのスコアおよびGPA 2.3以
上の学業成績※1

大学生・大学院生
社会人

サンフランシスコ州立大学
アドバンスコース

12ヶ月
※秋出発のみ

・TOEFL iBT 61 
・TOEFL ITP 500（ICC実施のみ）
・IELTS 6.0
上記いずれかのスコアおよびGPA 2.3以
上の学業成績※1

大学生・大学院生
社会人

英
国 ウエストミンスター大学 春10ヶ月/

秋12ヶ月

・ IELTS Academic for UKVI 4.5（全セク
ション4.5以上）
・および平均以上の学業成績※1

大学2年生以上の大学生のみ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

グリフィス大学
レギュラーコース 12ヶ月

・ TOEFL iBT 52（S&W 15以上、L&R 10
以上）
・ IELTS 5.5（全セクション5.0以上）
・ICC英語能力試験
上記いずれかのスコアおよびGPA 2.5以
上の学業成績※1

大学生・大学院生
社会人（30歳未満※2）

グリフィス大学
アドバンスコース 12ヶ月

・ TOEFL iBT 71（ライティング19以上、
その他17以上）
・IELTS 6.0（全セクション5.5以上）
上記いずれかのスコアおよびGPA 2.5以
上の学業成績※1

大学生・大学院生
社会人（30歳未満※2）

マ
レ
ー
シ
ア

サンウェイ大学
教養コース

春10ヶ月/
秋12ヶ月

・TOEFL iBT 53 
・IELTS 5.5 
上記いずれかのスコアおよびGPA 2.5以
上の学業成績※1

大学生

サンウェイ大学
専門コース 12ヶ月

・TOEFL iBT 80 
・IELTS 6.0 
上記いずれかのスコアおよびGPA 2.5以
上の学業成績※1

大学生

※1：大学の英文学業成績証明書（Transcripts）が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
※2：オーストラリア国内でのインターンシップの場合。

■注意事項

（1） 募集定員：ワシントン大学の定員は各回20名程度です。シアトルセントラルカレッジおよびウエストミンスター大学の定
員は各回30名程度です。ベルビューカレッジ、サンフランシスコ州立大学、グリフィス大学、サンウェイ大学は定員を定め
ていません。

（2） 研修期間：左記期間は目安であり、実際の期間はコースの開始時期により異なります。
（3） 研修開始時期：春は3～5月、秋は8～10月になります。
（4） 参加条件（英語能力）：各コースで指定する英語能力試験のいずれかひとつのスコアを提出下さい。スコアの有効期間は次

の通りです。
 ・ ワシントン大学、ベルビューカレッジ、サンフランシスコ州立大学、サンウェイ大学：大学出願時から遡って2年以内
 ・ シアトルセントラルカレッジ、ウエストミンスター大学、グリフィス大学：研修開始時期から遡って2年以内
　※シアトルセントラルカレッジ、グリフィス大学（レギュラーコース）はICC英語能力試験（無料/要予約）のスコアがIBP参加

のための正式スコアとして認定されます。
　※上記の参加条件を満たしている場合でも、学歴や学業成績によっては各研修大学より入学を認められない場合があります。
（5） 参加条件（その他）：ワシントン大学コース参加にはビジネス分野の学習歴、または 実務経験等をお伺いすることがあります。

詳しくはICCまでお問い合わせ下さい。
（6） 参加条件（国籍）：留学国の国籍を保有する方は、予めICCまでご相談下さい。
（7） IBPファウンデーション／事前語学研修制度：語学力が参加条件に満たない場合、指定語学研修校で語学研修を受けること

で、IBPに参加できる制度です（シアトルセントラルカレッジ・レギュラーコース、グリフィス大学・レギュラーコースの
み適用）。期間は参加者の語学力により1～3ヶ月程度となります。条件を満たしている方でも希望により参加可能です。

（8） 滞在方法：サンフランシスコ州立大学、ウエストミンスター大学、グリフィス大学、サンウェイ大学では、学生寮となります。
（空き部屋がない場合はホームステイを紹介します。）

　※滞在先を自己手配される場合は、事前にお知らせ下さい。

■英語能力についての注意事項

（1）  シアトルセントラルカレッジ（レギュラーコース）：2学期目に学部授業を履修するためには、1学期目の英語研修クラスを
合格点で修了する必要があります。2学期目に学部授業が履修できない場合は引き続き英語コースを受講します。

（2） サンフランシスコ州立大学（アジアインターンシップコース）：学部授業受講の条件として、渡航前から2学期開始前までの
間に、次の英語能力スコアのいずれかひとつを取得する必要があります。

 -TOEFL iBT 61　-TOEFL ITP 500　-IELTS 6.0以上（全セクション5.5以上）
 -サンフランシスコ州立大学の英語研修（1学期目）の成績B+以上
 2学期開始前までに取得できない場合は、2学期目からの学部授業が受講できません。
（3） ウエストミンスター大学：学部授業受講前に英語能力試験（大学独自のテスト）を受け、その結果により2学期目の学部授業

の登録制限が課せられます。結果にともなう科目登録数は以下の通りです。
　・B2 High以上：学部授業3科目（1～3年生のいずれのレベルも可）
　・B2 Medium：学部授業1科目（1～2年生レベル）、英語科目またはコミュニケーション関連科目より2科目
　・B2 Low以下：英語科目・コミュニケーション関連科目より3科目
　※B2とはCommon European Framework of Reference for Language（CEFR）が定めた国際標準規格によるレベルのひとつ

です。
（4） グリフィス大学（レギュラーコース）：
 渡航前から学部授業開始前までの間に、次の英語能力スコアのいずれかひとつを取得する必要があります。
　・IELTS 6.0（全セクション5.5以上）　・TOEFL iBT 71（ライティング19以上、その他17以上）
　・グリフィス大学の大学準備英語コース（DEP7）の修了試験合格
　　取得できない場合は、引き続き英語コースを受講しながら、限定の1-2科目を大学で聴講します。（単位取得はできません。）
　※ 参加時に、ICC英語能力試験のスコアを提出された場合、ご出発までにレギュラーコースのIELTSまたはTOEFL iBTの規定

スコアを取得頂きます。取得できない場合は、到着時の大学独自のテストおよび最初の5週間の成績によって英語コースの
レベルが決まります。DEP6以下のレベルの場合はその修了試験合格では学部授業が受講できません。

■インターンシップについての注意点

（1） シアトルセントラルカレッジ（レギュラー/アドバンスコース）は、2学期目と3学期目に同じ専攻を修了しなければインターンシッ
プを行うことができません。また、アドバンスOPTコースは3学期間通じて同じ専攻を修了しなければOPT申請ができません。

（2） ワシントン大学コースおよびサンフランシスコ州立大学アドバンスコースは、プログラムで定められた科目の履修順番を
変更および再履修したり、定められた科目を全て修了できなかった場合は、OPT申請ができません。

（3） グリフィス大学コースのインターンシップは、オーストラリア国内は30歳以下（インターンシップ用ビザ申請時）、シンガ
ポールは25歳未満（インターンシップ用ビザ申請時）に限られ、マレーシアとベトナムは現時点で年齢制限はありませんが、
移民局の判断により予告なく変更になることがございます。

（4） サンフランシスコ州立大学アジアインターンシップコースの場合も、シンガポール、マレーシア、ベトナムの年齢制限は同上です。
（5） いずれのコースもコーディネーターにより英語力が不十分と判断された場合、インターンシップの選択が限られる可能性があります。
（6） いずれのコースもインターンシップに必要なビザ（およびOPT）は移民局の事情および規定変更により条件が変更されたり、

発給されない場合があります。
（7） サンフランシスコ州立大学、グリフィス大学のアジアインターンシップコースの場合、ご自身の国籍によって申請条件が異な

る場合があります。詳細はICCまでお問い合わせ下さい。

以上は2018年9月時点の情報です。各大学および移民局が予告なくルールを変更する可能性がありますので、予めご了承下さい。
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■参加費用

【参加費用について】
（1） 記載された参加費用および以下（12）に記載された費用の目安は2018年9月時

点のものです。
（2） IBPの費用に含まれるもの
 ＜プログラム参加費＞入学手続／渡航手続／査証申請代行取次ぎ／滞在先手

配取次ぎ／出発前集中講義／出発前オリエンテーション／OBOG会活動費／キャ
リアサポート／プログラム企画費／広告事業費／事務諸経費等が含まれます。

 ＜現地研修費＞入学申請費／英語研修・学部授業・ビジネストレーニング等の
各コーススケジュールに記載された授業料／インターンシップアレンジ料／プログラ
ムコーディネート料／インターンシップ・OPTサポート等が含まれます。

 ＜滞在費＞滞在先手配費用とホームステイまたは学生寮などの滞在費が含まれます。
 ＜現地プログラム運営費＞●生活サポート（現地空港への出迎えサービス※指定

便のみ／オリエンテーション／口座開設等／ボランティア・課外活動の情報提供
／緊急時のサポート／ハウジング相談／生活相談）　●プログラム運営（研修校
との対外交渉／インターンシップサポート）　●学習サポート（英語／アカデミック
チュートリアル　※内容はコースによって異なります。）　●キャリアプログラム運営
（OBOG紹介／キャリア相談／履歴書等の添削／ビジネスセミナー／異業種交
流会）　●その他（現地オフィス事務所経費等）が含まれます。

（３） 受講科目や、科目数によって費用が異なる際、差額を追加で請求させて頂く場合
があります。

（4） 滞在方法：サンフランシスコ州立大学、ウエストミンスター大学、グリフィス大学、サ
ンウェイ大学では、学生寮となります。（空き部屋がない場合はホームステイを紹介
します。）シアトルセントラルカレッジの学生寮（秋出発のみ）は留学生専用の学生
寮です。

　※滞在先を自己手配される場合は、事前にお知らせ下さい。
 上記に記した滞在方法以外の費用は、別途お問い合わせ下さい。
（5） ホームステイの場合、インターネット接続料（1,000～2,000円/月）が別途かかる

場合があります。
（6） 滞在費に含まれる食費は大学ごとに異なります。
 ・ 2食含まれるホームステイ：ワシントン大学、ベルビューカレッジ、シアトルセントラ

ルカレッジ
 ・ 食事が含まれない学生寮（自炊）：サンフランシスコ州立大学、ウエストミンスター

大学、グリフィス大学、サンウェイ大学
（7） サンフランシスコ州立大学、ウエストミンスター大学とグリフィス大学は寮が複数あ

り、大学が指定した寮に滞在して頂きます。寮費は寮によって異なり、上記滞在
費との差額を申し受ける事がありますのでご了承下さい。また、上記は2018年9
月時点の寮費となり変更の可能性がありますが、その際は変更後の寮費にてご請

求いたします。
　※サンフランシスコ、ロンドンまたはブリスベンでホームステイをご希望の場合、地域や

食事プランによって費用が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
（8） グリフィス大学寮の部屋の変更、また契約延長を希望する場合は追加料金がかかります。
（9） キャリアサポートにはキャリアカウンセリング、就職/転職情報の提供、ES／履歴

書等各種書類の添削とアドバイスが含まれます。
（10） P6に記載された「留学費用残金のご請求」は、請求日当日の三井住友銀行TTS

送金レートに3円加算した円貨で請求いたします。マレーシアリンギット建ての参加
費用については、研修大学の指定換算レートにて算出された米ドル建て金額を適
用し、請求日当日の三井住友銀行 米ドルTTS（送金レート）に3円加算した円貨
により請求するものとします。

　※契約事項「第８条　諸費用」をご参照下さい。
（11） 参加費用は予告なく変更になることがあります。変更された場合、既にお支払い済

みの費用と変更後の費用との差額を申し受けることがありますのでご了承下さい。
（12） 参加費用の他に必要な費用の目安
 ・航空券（片道） 10万円～
 ・海外旅行保険料  20～30万円／10～12ヶ月
 ・査証申請関連費用及び査証申請代行費用   7～12万円
 ・食費 学生寮の場合は必要。米国のホームステイの場合は2食含まれる（上記参照）。
 ・その他生活費 シアトルの場合：4～6万円／月
  サンフランシスコ・イギリス・オーストラリアの場合：5～7万円／月
  マレーシアの場合：1～2万円／月
　※海外旅行保険は必ず加入する必要があります。
　　なお、ワシントン大学・ウエストミンスター大学・グリフィス大学・サンウェイ大学は

別途指定の義務保険に加入する必要があります。
　※査証申請手続は外部機関へ委託となります。
　※「その他生活費」とは、大学までの交通費、小遣い等を指します。
　※上記費用の目安は、あくまでも一般的な例であり、実際にかかる費用は個人の生

活習慣等により異なります。
　※ワシントン大学コースおよびシアトルセントラルカレッジ・アドバンスOPTコース、サ
ンフランシスコ州立大学アドバンスコースの場合、OPT申請料（約4～5万円）、
OPT期間の滞在費およびOPT実施都市への移動費が別途必要です。

　※サンフランシスコ州立大学アジアインターンシップコースおよびグリフィス大学コース
の場合、インターンシップ用の査証申請料（約3～4万円）およびインターンシップ
期間中の滞在費および研修都市への移動費が別途必要です。

　※グリフィス大学コースで、アジアへのインターンシップを希望される場合の別途サポー
ト費：108,000円（税込み）および当該国の査証申請料が必要です。

国 コース（都市） 指定滞在方法 参加費用（2019年春開始）
現地研修費 滞在費 現地プログラム運営費 プログラム参加費

ア
メ
リ
カ

ワシントン大学
ホームステイ（2食付）
または、学生寮（食事別）
※学生寮は春開始のみ

$18,000
$7,275

（ホームステイ
9ヶ月の場合）

$3,000 324,000 円

ベルビューカレッジ ホームステイ
（2食付） $14,000

$9,600
（ホームステイ
12ヶ月の場合）

$3,000 324,000 円

シアトルセントラルカレッジ
レギュラーコース

ホームステイ（2食付）
または、学生寮（食事別）
※学生寮は秋開始のみ

$14,050
$9,600

（ホームステイ
12ヶ月の場合）

$3,000 324,000 円

シアトルセントラルカレッジ
アドバンスコース

ホームステイ（2食付）
または、学生寮（食事別）
※学生寮は秋開始のみ

$14,150
$9,600

（ホームステイ
12ヶ月の場合）

$3,000 324,000 円

シアトルセントラルカレッジ
アドバンスOPTコース

ホームステイ（2食付）
または、学生寮（食事別）
※学生寮は秋開始のみ

$12,280
$7,275

（ホームステイ
9ヶ月の場合）

$3,000 324,000 円

サンフランシスコ州立大学
アジアインターンシップコース

学生寮（食事別・2人部屋） $16,500
$10,600

（学生寮9ヶ月の
場合の目安）

$3,000 324,000 円

サンフランシスコ州立大学
アドバンスコース

学生寮（食事別・2人部屋） $17,000
$10,600

（学生寮9ヶ月の
場合の目安）

$3,000 324,000 円

英
国 ウエストミンスター大学

学生寮（食事別・1人部屋）／
ホームステイ（2食付）
※空き状況により異なる

£13,200
£9,000

（学生寮12ヶ月の
場合の目安）

£2,000 324,000 円

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

グリフィス大学
レギュラーコース

学生寮（食事別・1人部屋） A$18,410
A$7,500

（学生寮9ヶ月の
場合の目安）

A$3,000 324,000 円

グリフィス大学
アドバンスコース

学生寮（食事別・1人部屋） A$21,530
A$7,500

（学生寮9ヶ月の
場合の目安）

A$3,000 324,000 円

マ
レ
ー
シ
ア

サンウェイ大学
教養コース

学生寮（食事別・1人部屋）

RM28,760
（約$7,190）～
RM31,890
（約$7,973）
※出発時期により変動

RM15,600
（約$3,900）
（学生寮12ヶ月の
場合の目安）

RM9,000
（約$2,250） 324,000 円

サンウェイ大学
専門コース

学生寮（食事別・1人部屋）

RM37,920
（約$9,480）～
RM52,900

（約$13,225）
※専攻による

RM15,600
（約$3,900）
（学生寮12ヶ月の
場合の目安）

RM9,000
（約$2,250） 324,000 円

（プログラム参加費には消費税8％が含まれます。通貨表示は$： 米ドル、£： 英ポンド、A$： 豪ドル、RM： マレーシアリンギット）
参考：1$＝約4RM（2018年9月時点）

●IBPファウンデーションプログラム
IBPファウンデーションプログラムとは、国内または海外語学学校でIBP開始前に行う事前語学研修です。

1） 参加条件の英語スコア未達の場合、指定の海外の教育機関および定められた期間で研修を行います。(ワシントン大学＊条件有、シアトルセント
ラルカレッジ・レギュラーコース、グリフィス大学・レギュラコースのみ。)

2） 参加条件の英語スコアにすでに達しており、英語のブラッシュアップが目的の場合は、ご要望に合わせて、教育機関、学習期間をアドバイス
いたします。

※ ウエストミンスター大学およびサンウェイ大学コースは、渡航前の事前語学研修を追加することがビザの規定上、原則できません。強く希望
をされる場合は留学先の国以外でのご案内が可能です。

■海外ファウンデーション
研修期間：各学校の最短研修期間以上。研修内容・研修期間は、IBP各コースの条件や英語力・ご要望に合わせてご案内いたします。
プログラム手配料：32,400円(税込)　緊急手配料 10,800円（税込・出発日より2ヶ月をきったお申込の場合、追加で必要となります。）

＊英語力が参加条件に満たない方
　プログラム開始前に以下、指定研修に参加することにより、IBPへの参加が可能となります。

｠ ワシントン大学コース シアトルセントラルカレッジ・
レギュラーコース

グリフィス大学・
レギュラーコース

研修校 ワシントン大学
集中ビジネス英語（IBEP） ALPS Language School Griffith English Language Institute

研修参加条件 TOEIC 730以上 ※お問い合わせ下さい。 ※お問い合わせ下さい。

入学可能時期 12月下旬／6月中旬 毎月1回の開講日に合わせて 5週間毎の開講日に合わせて

研修期間 9週間または10週間 4週間 5週間

費用の目安 約80～90万円 約25～30万円 （4週間） 約24～29万円（5週間）

特長

グローバルなビジネス環境の理解を深めな
がら、ビジネス専門用語を習得する。

少人数制（定員8名以内）をモットーとする、
アットホームな語学学校。しっかりとした
フォローを受けられるのが特徴。英語の4
技能、特にスピーキング、リスニング能力
のアップを重視。グループレッスンのみ、
又はプライベートレッスン付のコースから
選択できる。

自然に囲まれたグリフィス大学の２キャン
パス内に位置する。英語の基礎に焦点を置
いて、さらにコミュニケーションや発音の
改善にも力をいれている。施設やアクティ
ビティも充実。

＊参加条件（英語力）を満たしている方
プログラム開始前に語学学校での研修に参加することが可能です。

｠
ワシントン大学コース

ベルビューカレッジコース
シアトルセントラルカレッジコース

サンフランシスコ州立大学コース グリフィス大学コース

研修校 ALPS Language School Converse International School of 
Languages Griffith English Language Institute

入学可能時期 毎月1回の開講日に合わせて 毎週月曜日　開講 5週間毎の開講日に合わせて

研修期間 4週間 2週間～ 5週間

費用の目安 約25～30万円 （4週間） 約35～40万円（4週間） 約24～29万円（5週間）

特長

少人数制（定員8名以内）をモットーとする、
アットホームな語学学校。しっかりとした
フォローを受けられるのが特徴。英語の4
技能、特にスピーキング、リスニング能力
のアップを重視。グループレッスンのみ、
又はプライベートレッスン付のコースから
選択できる。

サンフランシスコのダウンタウンにあり、
ICCサンフランシスコオフィスをはじめ、
ショッピングセンターや多数のレストラ
ン、地下鉄の駅やバス停にも近くとても便
利な立地。最大8名という少人数制のクラ
スで、1～10段階のレベルに分かれて学ぶ。

自然に囲まれたグリフィス大学の２キャン
パス内に位置する。英語の基礎に焦点を置
いて、さらにコミュニケーションや発音の
改善にも力をいれている。施設やアクティ
ビティも充実。

※ 各コース別教育機関や費用の詳細については、担当者にお問い合わせ下さい。

■国内ファウンデーション
研修期間：ICC Academyのコースにて、合計20時間以上
プログラム費用目安：48,600円～（受講料のみ）
プログラム手配料：無し
ICC Academyとは：ICC（東京本部）に設置された留学準備のための語学指導を提供する教育機関です。“留学を成功に導く英語スクール”をコ
ンセプトに、多様なコースを提供しています。レベルチェックテストを行いレベルと目標／目的に合わせたコースと学習プランを提案します。 
希望者には個別の通学／オンラインレッスンでオーダーメイドのコース作りも可能です。また、スコアに達している方には短期間で有効的に英
語力を向上できるコースのアドバイスも行っています。


