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ビザの種類は長期タイプ 

I have a long-term visa. 

 Yes 

ビザがある 

I have a visa. 

 Yes  No 

日本滞在期間は 90 日以内 

My visa expires within 90 

days. 

 Yes  No 

現在日本にいる 

I’m in Japan. 

 Yes  No 

６ヶ月以上勉強したい 

I plan to study more 

than 6months. 

 Yes  No 

今すぐ勉強したい 

I want to study ASAP 

 Yes  No 

長期コース 

Long-term Course 

P. 1~18 

ウィークリーコース 

Weekly Course 

P. 19~29 

旅行や仕事をしながら好きなときに

勉強したい 

I want to plan my schedule 

according to my trip and business. 

 Yes  No 

B 

C B A 

A B 

プライベートレッスン 

Private Lesson 

P. 30~32 

A 

A B C 
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インターカルト日本語学校の学生には在学中に無料で日本語学習アプリと e-learningのアカウントを配布しています。 

IIJ offers special free study app and e-learning system for students. 

 

 

 

ゲーム感覚で楽しみながら日本語初級レベルが学べる 

アプリです。 

【内容】 

・ひらがな、カタカナの文字学習 

・初級文法 

・動詞、形容詞トレーニング 

・語彙のトレーニング 

This is an app for basic Japanese studies. It feels like you 

are playing a game but actually you are learning! 

【Contents】 

・Hiragana, Katakana 

・Basic grammars 

・Trainings for verbs and adjectives 

・Trainings for vocabulary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finger Board for School 

インターカルト日本語学校の特典   【Special service for IIJ students】 
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学校の授業の他に、自分の好きな時間に好きなペースで勉強ができます。 

【内容】 

・JLPT日本語能力試験対策コース N1（文字語彙、文法、聴解） 

・JLPT日本語能力試験対策コース N2（文字語彙、文法、聴解） 

・JLPT日本語能力試験対策コース N3（文字語彙、文法、聴解） 

・BJTビジネス日本語能力テスト対策コース Standard vol.1 

・BJTビジネス日本語能力テスト対策コース Standard vol.2 

・BJTビジネス日本語能力テスト対策コース Vocabulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 This is a self-study e-learning system. 

                                                  【Contents】 

                                                  ・JLPT N1 (vocabulary / listening comprehension) 

                                                  ・JLPT N2 (vocabulary / listening comprehension) 

                                                  ・JLPT N3 (vocabulary / listening comprehension) 

                                                  ・BJT Standard vol.1 

                                                  ・BJT Standard vol.2 

                                                  ・BJT Standard vocabulary 

 スーパー日本語 / Super Nihongo 

インターカルト日本語学校の特典   【Special service for IIJ students】 
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就職サポートプログラム 【Job career support program】                    

 

            × 

 

インターカルト日本語学校の長期コースに在籍する学生のための就職支援プログラムです。 

語学のプロと就職支援のプロ「リュウカツ・ネット」による究極の協同トレーニングを行い、就職のチャンスを広げるための「日本

語力」と就活に必要な「就活力」を同時に獲得します。単なるビジネス日本語の習得ではなく、確実に就職に導くことを目標にし

たプログラムです。 

 

This program aims to support our Long-term Course students when job hunting. Collaborating with a professional 

career support company “Ryukatsu Net”, students can obtain both “Japanese language abilities” and “job hunting skills”. 

This is not about business Japanese, but about getting a job in Japan. 

 

 

【入学～就職までの流れ / Flowchart from enrollment to employment】 

【授業内容 / Program contents】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学 Enrollment
就職ガイダンス

Job career 
guidance

会社説明会

Company 
information 

session

採用試験

Employment 
exam

就職決定！

Employed!

自己分析 

Self-analysis 

自己 PR 

Personal summary 

業界企業リサーチ 

Company research 

面接トレーニング 

Interview training 

就職相談 

Job counseling 

志望動機 

Reasons for applying 

会社説明会案内 
Company information 
session 

求人情報案内 

Job information 

面接セミナー 

Interview seminar 
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長期コース 【レベルと期間】                                     

長期コースへの出願資格 

1. 高校卒業もしくは同等の資格のある方 

2. 進学希望の方は１２年以上の学校教育課程を修了している必要があります。 

 

コース期間と申込み期間 

入学時期 コース 申込み期間 

４月 １年 ／ ２年 ９月～１０月下旬 

７月 １年９ヶ月 １月～２月下旬 

１０月 １年６ヶ月 ３月～４月下旬 

１月 １年３ヶ月 ７月～８月下旬 

 

授業時間 

※ 月曜日～金曜日、５０分授業×４コマ 

※ 受講のレベルはテストの結果で決まります。 

レベル 時間 

中級～上級 AM クラス ９：１５～１３：０５ 

初級～～中級 PM クラス １３：２５～１７：１５ 

 

レベル 

クラス ＰＭ クラス ＡＭ クラス 

レベル 

初級 中級 

J１ J２ J３ J４ J５ J６ J７ J８ J９ J１０ J１１ J１２ 

ＪＬＰＴ 

日本語能力試験 
Ｎ５ Ｎ４ Ｎ３ Ｎ２ Ｎ１ 

期間 

 

 

 

1年 

1年３ヶ月 

1年６ヶ月 

1年９ヶ月 

２年 



3 

April 2021 

 

Long-term Course  【Level & Period】                                     

Qualification to apply for Long-term Course 

1. Applicants must be a high school graduate or hold a similar qualification. 

2. Those who plans to go further education in Japan must have completed 12 years or more of equivalent educational 

curriculum.  

 

Course and Study Terms / Application Period 

Admission Courses Application period 

April 1 year / 2 years September ~ the end of October 

July 1 year and 9 months January ~ the end of February 

October 1 year and 6 months March ~ the end of April 

January 1 year and 3 months July ~ the end of August 

 

Class Hours  

※ Monday through Friday1 class = 50 minutes 

※ 50 min class X 4  

※ Your class level is decided by the result of the test. 

Levels Class hours 

Intermediate ~ Advanced AM class 9:15 ~ 13:05 

Basic ~ Intermediate PM class 13:25 ~ 17:15 

 

Level 

Class PM class AM class 

Level 

Basic Intermediate Advance 

J１ J２ J３ J４ J５ J６ J７ J８ J９ J１０ J１１ J１２ 

JLPT N5 N4 N3 N2 N1 

Period 

 

 

1 year 

1 year and 3 months 

1 year and 6 months 

1 year and 9 months 

2 years 
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長期コース 【留学ビザについて】                                                        

留学ビザ 

- 原則として、日本語学校で半年以上勉強する方は留学ビザが必要です。 

- 留学ビザを取得するには、日本の入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」の取得が必要です。 

- 当校が「在留資格認定証明書」を皆さんに代わって日本の入国管理局に申請します。 

- 「資格外活動許可」を取得することで、週２８時間以内でアルバイトをすることができます。 

- 中国、モンゴル、バングラデシュ、ミャンマー、スリランカ、ベトナム、ネパール国籍の方は別の募集要項を 

ご参照ください。 

 

【注意】 

国民健康保険制度 

- 日本の法律により、国民健康保険加入が義務付けられています。 

- 来日後「住居地登録」と同時に、国民健康保険の加入手続きもしてください。 

- 医療費の３割負担で、一部を除くほとんどの治療が受けられます。 

 

留学生保険 

- 国民健康保険で病気や怪我で支払った医療事故負担額の 3割を補償する保険です。 

- 国民健康保険とあわせると 100％の医療費がカバーされます。 

- 病気や怪我の補償だけでなく、火災や個人賠償責任補償にも対応しています。 

- 留学ビザの方には全員加入していただきます。 

 

留学ビザへの出願資格 （選考基準） 

1. 日本国内での大学・大学院・専門学校進学を希望する方 （以下すべての条件を満たしている方） 

- １２年以上の学校教育課程を修了した方 

- 高校卒業資格を持ち、当校卒業時１８歳以上の方 

- 留学期間中の経費支弁能力がある方 

 

2. 日本語学習のみが目的の方 

- 原則として国元の高校を卒業している方 

- 留学期間中の経費支弁能力がある方 

 

選考方法 

ご提出いただいた書類を審査します。 

さらに、必要に応じてご本人・ご親族の方などと面接をして内容確認を行うことがあります。 

（審査の結果、ご本人の学歴、経済環境などにより、入学をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。） 
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Long-term Course 【About a student visa】                                                                                    

About a student visa 

- Generally, those who will be studying for over 6 months need a student visa. 

- You must receive the Certificate of Eligibility (CoE) at the Japanese Immigration Bureau to get a student visa. 

- IIJ handle of the application of the CoE on behalf of the students.  

- You are allowed to work for 28 hours a week if you apply for the "Permission to engage in activity other than 

that permitted under the status of residence previously granted."  

- For China, Mongolia, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam and Nepal nationalities, please refer to the 

other application guide. 

 

【NOTE】 

National Health Insurance System 

- Under Japanese law, a person who has lived in Japan more than one year must join the National 

Health Insurance System. 

- The National Health Insurance covers 70% of the medical expenses, assuming the participant pays 

the remaining 30% of the medical expenses. 

- After arriving to Japan, you can complete the Resident Registration process at your local city hall. Also, 

you can register the National Health Insurance System application at local city hall. 

- In addition, please note that we strongly recommend that to join a Student Society while you are a 

student of IIJ. This society will provide precautions against unexpected events during your attendance 

of IIJ. 

 

International Student Insurance 

- The International Students Insurance compensates for the 30% of medical expenses. 

- Together with the National Health Insurance, medical expenses is covered 100% in total. 

- The International Student Insurance is applied not only to sickness and injury but also a case of fire 

and personal liability. 

- All the student visa holders at Intercultural Institute of Japan has the insurance at the time of 

enrollment. 

 

Qualification to apply for a student visa (Criteria for selection) 

1. Those who wish to go to University or College in Japan 

- Have completed 12 years of educational curriculum. 

- Have graduated from high school and 18 years or older when graduate from IIJ. 

- Have financial support during study in Japan. 

 

2. Those who wish to focus on studying Japanese. 

- Have graduated from high school in your country. 

- Have financial support during study in Japan. 

 

Selection process 

We screen your documents at first. We may interview you or your relatives for checking your documents if 

necessary. (Please note that we may decline your application due to your academic background or finances.) 
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長期コース 【申込みの流れ】                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 インターカルト日本語学校 

申込みと必要書類の提出 

✓ 希望入学時の半年前までにご用意 

ください。 

✓ 学校の寮への宿泊希望の方は早めに

お申込みください。 

書類のチェック 

✓ 不明な点などがある場合は連絡を 

します。 

東京入国管理局へ留学ビザ申請書類を提出 

選考料分のお支払い 選考料分の請求書を発行・送付 

東京入国管理局から 

在留資格認定証明書の交付 

✓ 交付の結果はメールまたは電話ですぐ

にお知らせします。 

「在留資格認定書交付時」の請求書を 

発行・送付 

請求書に記載された学校の 

指定口座にお支払い 

✓ 請求書に支払い期日が記載されていま

す。 

ご入金確認後、在留資格認定証明書の原

本、来日後の 

スケジュールなどを送付 

✓ 申請者ご本人に直接お送りする場合も

あります。 

在外日本大使館・領事館で「留学ビザ」 

を申請 

来日 

✓ オリエンテーションの日に学校に 

来てください。 

約 3か月後 
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Long-term Course 【Application procedures】                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicant IIJ 

Send an application form and the 

required document. 

✓ Please prepare the document by six 

months prior to enrollment.  

✓ Please apply for the school dormitory 

if needed. 

Check the document 

✓ We ask some questions if necessary. 

Submit the application for a student visa at 

the immigration office. 

Pay the screening fee. 
Issue and send an invoice for the screening 

fee. 

Issuance of a certificate of eligibility from 

the immigration office. 

✓ The result will be noticed to the agent 

by email or telephone. 

Issue and send an invoice of the amount 

of “Upon the CoE Issuance” 

✓ Please refer to page 24. 

Pay the amount written on the invoice to 

designated bank account. 

✓ Due date is written on the invoice. 

After confirming the payment, send the 

original CoE and a schedule after arrival to 

Japan 

Apply for a student visa at local Japanese 

consulate. 

Come to Japan. 

✓ Please come to school before / on 

the orientation. 

About 3 months 

later 
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長期コース 【留学ビザ申請書類 チェックリスト】                                                 

申請者に関する書類  

【注意】 

1. 日本以外の国で発行された各種書類及び日本語学習理由には日本語訳を必ず添付してください。英語、中国語、韓国語

以外の証明書類には英語訳も必要です。 

2. 提出された書類は原則として返却しません。 

但し、卒業証書の原本などは、在留資格認定証明書交付申請をした後に返却します。 

 

1 □ 証明写真 ６枚 
縦 4 ㎝×横３㎝、３ヶ月以内に撮影したもの。 

正面向き・無背景・顔の輪郭の明瞭なもの 

2 □ パスポートの写し 
パスポート番号及び写真のページ 

日本への入国歴のある方は出入国記録の記載のあるページも必要です。 

3 □ 入学願書（当校指定用紙） 
各項目に空欄のないように記入してください。学歴・職歴は継続的に記入し、空白期間がな

いようにしてください。進学準備期間・兵役期間も記入してください。 

4 □ 卒業証明書 
最終学校卒業証書原本または卒業証明書。大学・高校在籍中の方は在学証明書もご用意く

ださい。中退した方も退学証明書が必要です。 

5 □ 職業証明書 職歴のある方 

6 □ その他 入国管理局申請時に必要と思われる書類 

 

経費支弁に関する書類 （A、B、C のいずれかの書類を準備してください。） 

A) 申請者本人が支弁する場合 （申請者本人が準備してください。） 

1 □ 経費支弁書（当校指定書類） 経費支弁者が直筆で記入してください。 

2 □ 預金残高証明書 
口座番号・通貨単位の記載のあるもの。 

予定学習期間に見合う残高のあること （例：１８０万円/年） 

3 □ 職業証明書 収入証明書や預金残高証明書の裏づけとして必要になります。 

4 □ 収入証明書 年間総所得の記載があるもの 

5 □ 留学同意書（当校指定用紙） 申請者本人が記入してください。 

6 □ その他 入国管理局申請時に必要と思われる書類 

B) 支弁者が日本以外の国に居住する場合 （支弁者が準備してください。） 

1 □ 経費支弁書（当校指定書類） 経費支弁者が直筆で記入してください。 

2 □ 預金残高証明書 
口座番号・通貨単位の記載のあるもの。 

予定学習期間に見合う残高のあること （例：１８０万円/年） 

3 □ 職業証明書 収入証明書や預金残高証明書の裏づけとして必要になります。 

4 □ 収入証明書 年間総所得の記載があるもの 

5 □ 戸籍謄本など 申請者と経費支弁者との関係を証明する戸籍謄本、住民票、公正証書など 

6 □ 留学同意書（当校指定用紙） 経費支弁者が記入してください。 

7 □ その他 入国管理局申請時に必要と思われる書類 

C) 支弁者が日本に居住する場合 （支弁者が準備してください。） 

1 □ 経費支弁書（当校指定書類） 経費支弁者が記入してください。 

2 □ 預金残高証明書 予定学習期間に見合う残高のあること （例：１８０万円/年） 

3 □ 職業証明書 

会社勤務の方： 所属先の職業証明書をご用意ください。 

会社経営の方： 会社に関する登記簿謄本などをご用意ください。 

自営業の方：  確定申告書控えの写しをご用意ください。 

4 □ 収入証明書 年間総所得の記載がある住民税課税証明書 

5 □ 戸籍謄本など 申請者と経費支弁者との関係を証明する戸籍謄本、住民票、公正証書など 

6 □ 留学同意書（当校指定用紙） 経費支弁者が記入してください。 

7 □ その他 入国管理局申請時に必要と思われる書類 
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Long-term Course 【Required documents check list for a student visa】                                                                        
Documents required for admission by the applicant 

【NOTE】 

1. Overseas issued documentation must be accompanied by a Japanese language translation. Also, if the original 

documentation is not in English, Chinese, or Korean, then an English translation must be provided. 

2. All submitted documentation will not be returned to the applicant. However, an original graduation document will 

be returned once the application for the CoE has been completed. 

 

1 □ ID photos X 6 
4X3cm, which were taken within the last 3 months 
The photos should be a full face, without background and clear. 

2 □ Passport copy 
Copy pages of the passport number and your photo. 
If you have been to Japan previously, please submit all entry / departure stamp pages. 

3 □ 
Application form 
(provided by IIJ) 

Fill in all the sections. You must write all your educational background and work 
experiences without a blank period. Also, please write down period of preparing for an 
entrance examination or serving in the military. 

4 □ Certificate of graduation 

Please submit a certificate of graduation or an original diploma of the final school. If you 
are an under-graduate (or under leave or absence from school), please submit a certificate 
of enrollment. Also, if you left college before graduation, a certificate of leaving or an 
official high school transcript are necessary to submit. 

5 □ Letter of employment If you have work experience previously 

6 □ Other documents If requested by the Immigration Bureau. 

 

Documents concerning a sponsor who is responsible for school and living expenses for the applicant. 

(Please choose A, B or C) 

A) Self-pay burden [prepared by the applicant] 

1 □ 
Letter of guarantee to pay 
expenses (provided by IIJ) 

Should be written by the sponsor. 

2 □ 
Official transcript of the 
balance / deposit 

Please submit the transcript with an account number and currency. The amount of the 
balance needs to have sufficient fund during stay in Japan. (ex. JPY 1.8 million / year)  

3 □ Letter of employment It is to prove your income and the amount of the balance. 

4 □ Income statement A document issued by a governmental institution, showing annual NET income. 

5 □ 
Letter of agreement 
 (provided by IIJ) 

Should be written by the applicant. 

6 □ Other documents If requested by the Immigration Bureau. 

B) In case a sponsor lives in a country other than Japan [prepared by the sponsor] 

1 □ 
Letter of guarantee to pay 
expenses (provided by IIJ) 

Should be written by the sponsor. 

2 □ 
Official transcript of the 
balance / deposit 

Please submit the transcript with an account number and currency. The amount of the 
balance needs to have sufficient fund during stay in Japan. (ex. JPY 1.8 million / year)  

3 □ Letter of employment It is to prove your income and the amount of the balance. 

4 □ Income statement A document issued by a governmental institution, showing annual NET income. 

5 □ Relationship certificate Please submit a document that proves that the sponsor and the applicant are related. 

6 □ 
Letter of agreement 
 (provided by IIJ) 

Should be written by the applicant. 

7 □ Other documents If requested by the Immigration Bureau. 

C) In case a sponsor lives in Japan [prepared by the sponsor] 

1 □ 
Letter of guarantee to pay 
expenses (provided by IIJ) 

Should be written by the sponsor. 

2 □ 
Official transcript of the 
balance / deposit 

The amount of the balance needs to have sufficient fund during stay in Japan.  
(ex. JPY 1.8 million / year)  

3 □ Letter of employment 
a letter from your company (employee), a copy of a company resister (employer), income 
tax and special income tax for reconstruction (Self-employed) 

4 □ Income statement A document issued by a governmental institution, showing annual NET income. 

5 □ Relationship certificate Please submit a document that proves that the sponsor and the applicant are related. 

6 □ 
Letter of agreement 
 (provided by IIJ) 

Should be written by the applicant. 

7 □ Other documents If requested by the Immigration Bureau. 
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長期コース 【留学ビザ以外の方の入学について】                                               

ビザの種類 

➢ 短期滞在ビザ 

- 日本との間に査証(ビザ)免除の取り決めがあれば、ビザを申請する必要はありません。日本に入国する際、 

空港でパスポートにスタンプが押されてビザが発給されます。 

- 一部の国籍においては、査証免除の取り決めがあっても在外日本国大使館・領事館にて事前に短期滞在ビザ取得 

申請をすることをお勧めいたします。 

 

➢ その他のビザ 

- その他のビザとは就労ビザ、日本人の配偶者ビザ、ワーキングホリデービザ、家族滞在ビザなどの留学ビザ以外の

長期ビザのことを指します。 

 

コース申込み必要書類 

1 □ 当校指定の申込書 

2 □ 証明写真 ３枚 

3 □ パスポートのコピー 

4 □ 在留カードのコピー（日本居住者の方） 

 

コース申込みの流れ 

査証（ビザ）免除国の方、その他のビザをお持ちの方 

1 
当校指定の申込書及び必要書類を 

インターカルト日本語学校に送付してください。 

2 当校から申込みの確認として請求書をお送りします。 

3 
お支払い確認後、インターカルト日本語学校から 

「入学許可書」を送付します。 

4 
在外日本大使館・領事館にて「短期滞在ビザ」の申請

をしてください。 

5 
航空券と宿泊先の手配をしてください。 

ご希望の方は、当校にて宿泊の手配を承ります。 

6 所定の日にご来校ください。 

※ ビザの申請に関しては在外日本大使館・領事館に 

ご相談ください。 

 

 

査証（ビザ）免除国のでない方 【招聘状が必要です】 

1 
当校指定の申込書及び必要書類を 

インターカルト日本語学校に送付してください。 

2 当校から申込みの確認と請求書をお送りします。 

3 
航空券と宿泊先の手配をしてください。 

ご希望の方は、当校にて宿泊の手配を承ります。 

4 

お支払い確認後、インターカルト日本語学校から 

「招聘状」を含むビザ申請に必要な書類を送付 

します。 

5 

在外日本大使館・領事館にて「短期滞在ビザ」の申請

をしてください。（ビザ交付までに数週間かかる場合も

あります。） 

6 所定の日にご来校ください。 

※ 相互免除国ではない方はまずは学校にご相談ください。 

 

ビザ申請にかかる料金 （日本円） 

留学ビザ 
選考料 20,000  

書類発送代（DHL, EMS） ～10,000 来校時にお支払いください。 

短期滞在ビザ 
書類作成代 5,000  

書類発送代（DHL, EMS） ～10,000 来校時にお支払いください。 
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Long-term Course 【Applicants who have visas other than a student visa】                                                                        
 
Visa Types 

➢ Temporary visitors’ visa  

- If a visa exemption agreement exists between your country and Japan, you don’t have to apply for one.  

The visa will be issued at the airport when coming to Japan. You can see the visa stamp on your passport. 

- Although there is a visa exemption agreement between your country and Japan, sometimes you should get a 

visitor’s visa at a Japanese embassy or consulate in your local area in advance.  

 

➢ Other visas 

※ This includes a long-term visa except a student visa such as a working visa, a spouse visa, a working holiday 

visa and a family visa. 

 

Required Documents for course application 

1 □ School application forms 

2 □ ID photos X 3 

3 □ A copy of your passport 

4 □ 
A copy of your Residence Card 
(if you have one) 

 

 

Course application procedures 

For countries which has a visa exemption agreement 
with Japan or other visa holders 

1 Send the designated application forms to IIJ. 

2 IIJ will send an invoice as a confirmation. 

3 
After payment is confirmed, IIJ will send you a 

certificate of admission. 

4 
Apply for a temporary visitor’s visa at the Japanese 

embassy in your local area.  

5 
Book your flight and accommodation. IIJ handles 

accommodation arrangement if necessary. 

6 Come to school on the designated day. 

※ Please consult with the Japanese embassy about the 

visa. 

 

For countries which doesn’t have a visa exemption 
agreement 【Invitation letter is necessary】 

1 Send the designated application forms to IIJ. 

2 IIJ will send an invoice as a confirmation. 

3 
Book your flight and inform IIJ your flight schedule 

and the address of your accommodation. 

4 
After payment is confirmed, IIJ will send you an 

invitation letter. 

5 

Apply for a temporary visitor’s visa at the Japanese 

embassy in your local area. (It would take a few 

weeks until the visa is issued.) 

6 Come to school on the designated day. 

※ Please consult us before application. 

 

Visa Application Fees ( JPY) 

Student Visa 
Screening fee 20,000  

Shipping fee （DHL, EMS） ～10,000 Please pay at the office. 

Temporary Visitor’s Visa 
Application fee 5,000  

Shipping fee （DHL, EMS） ～10,000 Please pay at the office. 
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長期コース 【料金表】                                                                 

料金表（日本円） （2019 年 4 月～） 

※教材費は別途となります。 

お支払い時期 コース １年 １年３ヶ月 １年６ヶ月 １年９ヶ月 ２年 

在留資格認定書申請時 選考料 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

在留資格認定書交付時 

入学金 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

授業料１回目 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

教育活動費１回目 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

設備維持費１回目 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

留学生保険 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

合計 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

入学半年後 
授業料２回目 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

合計 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

入学１年後 

授業料３回目 0 175,000 350,000 350,000 350,000 

教育活動費２回目 0 11,000 11,000 36,000 36,000 

設備維持費２回目 0 6,000 12,000 18,000 24,000 

留学生保険 0 3,300 5,800 7,900 10,000 

合計 0 195,300 378,800 411,900 420,000 

入学１年半後 
授業料４回目 0 0 0 175,000 350,000 

合計 0 0 0 175,000 350,000 

総計 850,000 1,045,300 1,228,800 1,436,900 1,620,000 

 

主な使用教材リスト （2021 年 4 月現在） 

※ 使用教材は変更となる場合があります。 

  

レベル 教材 教材費(税込) 文字教材 教材費(税込) 

初級 

サバイバルジャパニーズ ￥1,800 ひらがな・カタカナ ￥600 

みんなの日本語 初級Ⅰ ￥2,750 ストーリーで覚える漢字 300 ￥1,980 

みんなの日本語 初級Ⅱ ￥2,750   

中級 

中級へ行こう  ￥2,420 留学生のための漢字 700 ￥1,760 

中級を学ぼう 中級前期 ￥2,420   

中級を学ぼう 中級後期 ￥2,640   

上級 
日本文化を読む ￥2,640 留学生のための漢字 1000 ￥1,925 

上級の日本語    
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Long-term Course 【Price List】                                                           

Price List (JPY) (April 2019~) 

*Material fee is not included.   

Payment timing Course 1 year 1.3 year 1.6 year 1.9 year 2 years 

Upon application Screening fee 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Upon the CoE 

issuance 

Admission fee 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

First half of the tuition fee 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

First of the activity’s fee 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

First of the facility maintenance fee 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Insurance fee 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Subtotal 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

Second half of 

the course starts 

Second half of the tuition fee 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

Sub total 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

Third half of the 

course starts 

Third half of the tuition fee 0 175,000 350,000 350,000 350,000 

Second of the activity’s fee 0 11,000 11,000 36,000 36,000 

Second of the facility maintenance fee 0 6,000 12,000 18,000 24,000 

Second of the insurance fee 0 3,300 5,800 7,900 10,000 

Sub total 0 195,300 378,800 411,900 420,000 

Forth half of the 

course starts 

Forth half of the tuition fee 0 0 0 175,000 350,000 

Sub total 0 0 0 175,000 350,000 

Total 850,000 1,045,300 1,228,800 1,436,900 1,620,000 

 

Textbook list ( January 2017~) 

※Textbooks may change due to any reasons. 

  

Level Textbook 
Fee 

 (tax included) 
 Textbook (alphabets) 

Fee 

 (tax included) 

Basic 

サバイバルジャパニーズ ￥1,800 ひらがな・カタカナ ￥600 

みんなの日本語 初級Ⅰ ￥2,750 ストーリーで覚える漢字 300 ￥1,980 

みんなの日本語 初級Ⅱ ￥2,750   

Intermediate 

中級へ行こう  ￥2,420 留学生のための漢字 700 ￥1,760 

中級を学ぼう 中級前期 ￥2,420   

中級を学ぼう 中級後期 ￥2,640   

Advance 
日本文化を読む ￥2,640 留学生のための漢字 1000 ￥1,925 

上級の日本語    
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長期コース【スケジュール】 / Long-term Course  【Course Schedule】                

       

 

2021　Long-term Course

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31

2022  Long-term Course

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31

30 31

長期コースのスケジュール / Schedule for the Long-term Course

オリエンテーション 授業開始 夏休み
Orientation Semester starts Summer holiday

入学式 授業終了 卒業式
Opening Ceremony Semester ends Graduation ceremony

October, 2021 November, 2021 December, 2021

January, 2022 February, 2022 March, 2022

April , 2021 May, 2021 June, 2021

July, 2021 August, 2021 September, 2021
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長期コース【入学までの流れ目安】 / Long-term Course 【Estimated timing】                

 

入学時期 

Admission 

4 月 

April 

7 月 

July 

10 月 

October 

1 月 

January 

コース名 

Course 

1 年 / 2 年 

1 year / 2 years 

1 年 9 か月 

1.9 year 

1 年 6 か月 

1.6 year 

1 年 3 か月 

1.3 year 

申込み締め切り 

Application deadline 

11月上旬 

Early November 

2月下旬 

Late February 

3月中旬 

Mid May 

9月上旬 

Early September 

入管申請 

Submission at 

immigration 

11月下旬 

Late November 

3月中旬 

Mid March 

6月上旬 

Early June 

9月下旬 

Late September 

CoE 交付 

CoE issuance 
2月下旬 

Late February 

5月下旬 

Late May 

8月下旬 

Late August 

11月上旬 

Early November 
お支払い 

Payment 

日本大使館/領事館での

ビザ発行 

Visa issuance at 

Japanese consulate 

3月中旬 

Mid March 

6月中旬 

Mid June 

9月中旬 

Mid September 

11月下旬 

Late November 

来日 

Arrival in Japan 

コース開始数日前 

A few days before the course starts. 
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長期コース【返金規定】                                                 

 
１．来日前 

 
(1) 在留資格認定証明書不交付の場合、納付済み入学金は返金します。 
(2) 在外公館にてビザ発給拒否の場合、入学金、授業料、教育活動費、設備維持費、留学生保険料は返金いたします。ただ

し、ビザの発給を拒否された旨の証明書が必要です。 
(3) 在外公館にてビザを発給されたにもかかわらず、来日前に個人的な事情で入学を辞退した場合、入学金（注２）、授業料、

教育活動費（注３）、設備維持費（注４）、留学生保険料は返金します。 ただし、ビザを取り消した旨の証明書が必要です。 
(4) 選考料（注１）は、入学可否の判断に係る受験料及び入管申請代行手数料の合算額となりますので、入学手続き以後は、

返金の対象とはなりません。 

 
２．来日後 

 
(1) 来日後、入学辞退または退学を希望される場合には、学校所定の書類を以ってお申し出ください。当該書類が受理された

時点を基準として返金手続きを開始します。その際の返金は、銀行振込にて返金します。なお、退学のお申出は退学を希
望する月の前月までとさせて頂きます。（学期の経過月数によっては返金できない場合がありますのであらかじめご了承く
ださい。） 

(2) 留学生保険は加入済みとなりますので返金はできません。 
(3) 振込手数料はご本人負担となります。 

 

【来日後の返金額の計算方法】 

解約・返金する場合の返金額は、以下のとおりとなります。 
A) 授業開始前の解約：授業料、教育活動費、設備維持費の合算額 
B) 授業開始後の解約：以下各号の金額の合算額を授業料から控除した金額 

① （受領済み）授業料に経過期間（注 5）を乗じこれを授業料払い込み済期間（注 6）で除して算出した金額 （10 円
未満切捨て） 

② 授業料、教育活動費、設備維持費のうち解約手数料相当額（上限 5 万円とする）又は、授業料の残額の 20%と教
育活動費の残額と設備維持費の残額の合計金額のうちいずれか低い額 （10 円未満切捨て） 
ただし、契約残額の算定について別紙にて定めがある場合については、これに準じます。 

 
 
（注 1） 選考料           20,000 円 

 内訳） 受験料 5,000円 

 入管申請代行手数料 15,000 円  

   

（注 2） 入学金             60,000 円 

 内訳） 入管受領代行手続料 20,000 円 

オリエンテーションに関する業務    10,000 円 

入学式に関する業務                 10,000円 

クラス分け選考料           10,000 円 

データベース維持料          5,000 円 

学生登録料              5,000円 

 来日後は返金しないが、来日前に解約すれば支払った分は返金する。 

 

（注 3） 教育活動費    36,000 円 (年間) 

      ・１泊旅行   25,000 円（7 月）   

      ・日帰り旅行  11,000 円（2 月） 

     旅行開催月経過後は返金しないが、その前の月までに解約すればそれまでに支払った教育活動費分は返金する。 

 ※ 旅行開催月が変更となった場合は、それに準じる。 

 

（注 4） 設備維持費      24,000 円（年間） 

     １か月あたりの単価   2,000円  

     内訳) 教室維持費、水道光熱費、自習室、ラウンジの提供、清掃費、その他、補修費、備品交換代等 

 

（注 5） 経過期間 

     授業開始日の属する月から退学の申立日の属する月までの期間（月数）をいう。 

 

（注 6） 授業料払い込み期間 

     授業開始日の属する月から、授業料受領済みの期間（月数）をいう。
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Long-term Course 【Refund policies】                                      

Before arrival in Japan 
 
(1) If a Certificate of Eligibility has not been issued, the paid admission fee shall be refunded. 
(2) If the local diplomatic office refuses to issue a visa, the admission fee, tuition fees, educational activity fees, facility maintenance 

fees and overseas student insurance premium shall be refunded. Note that a document proving that issuance of the visa was 
refused is required. 

(3) In case of withdrawal of enrollment for personal reasons after issuance of a visa by the local diplomatic office and before arrival 
in Japan, the admission fee (*2), tuition fees, educational activity fees (*3), facility maintenance fees (*4) and overseas student 
insurance premium shall be refunded. Note that a document proving that the visa was revoked is required. 

(4) The screening fee (*1) shall not be refunded after the screening procedure because it represents the sum of the admission 
examination fee and the fee for filing an application with the immigration office. 

 
After arrival in Japan 
 
(1) A student who desires to withdraw enrollment after arrival in Japan or to leave the school shall notify the school in the form 

prescribed by the school. Refund procedure shall commence at the time of the acceptance of the notice. Money shall be refunded 
by bank transfer. The notice for leaving the school shall be submitted by the month immediately preceding the month in which 
the student desires to leave the school. (Students shall note that money may not be refunded depending on the number of 
months that have elapsed in the term.)  

(2) The overseas student insurance premium shall not be refunded because the insurance has already been taken out. 
(3) Bank charges shall be borne by the student. 

 
[Method for calculating the refund amount after arrival in Japan] 
The amount to be refunded in the case of cancellation/refund shall be as set forth below. 
A) Cancellation before commencement of the course: sum of the tuition fees, educational activity fees and facility maintenance 

fees 
B) Cancellation after commencement of the course: tuition fees less the sum of the following amounts: 

① (received) tuition fees multiplied by the elapsed period of time (*5) divided by the period for which tuition fees have 
been paid (*6) (any fraction less than ten yen (10 yen) shall be rounded down); and  

② out of the sum of tuition fees, educational activity fees and facility maintenance fees, an amount equal to the 
cancellation fee (which shall be up to fifty thousand yen (50,000 yen)), or the sum of twenty percent (20%) of the 
remaining tuition fees, remaining educational activity fees and remaining facility maintenance fees (any fraction less 
than ten yen (10 yen) shall be rounded down), whichever is lower.  

However, if there is any provision on the calculation of the remaining contract amount in the attachment, such provision shall 
apply. 

 
(*1) screening fee:  20,000 yen 

 breakdown) admission examination fee 5,000 yen 

  fee for filing application with the immigration office 15,000 yen 

 

(*2) admission fee:  60,000 yen 

 breakdown) fee for receiving visa from the immigration office 20,000 yen 

  services related to orientation 10,000 yen 

  services related to entrance ceremony 10,000 yen 

  screening fee for placement 10,000 yen 

  fee for maintenance of database 5,000 yen 

  fee for enrollment of student 5,000 yen 

 Not to be refunded after arrival in Japan but to be refunded if cancelled before arrival. 

 

(*3) educational activity fees: 36,000 yen (per year) 

 breakdown) overnight trip 25,000 yen (July) 

   day trip 11,000 yen (February) 

 Not to be refunded after the month in which the trip is scheduled but to be refunded if cancelled by the month that is immediately preceding the 

month of the trip. 

 * If the month of the trip is changed, the changed month shall apply to the above provision. 

 

(*4) facility maintenance fees:  24,000 yen (per year)  

 Per-month unit amount… 2,000 yen 

 breakdown) fee for maintenance of classrooms, utilities cost, fee for provision of study room and lounge, cleaning fees, fees for repair and  

  replacement of parts, etc. 

 

(*5) elapsed period of time 

 From the month in which the course commences to the month in which the notice is submitted (number of months). 

 

(*6) period for which tuition fees have been paid 

 Period of time for which tuition fees have been received, starting in the month in which the course commences (number of months).  
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ウィークリーコース 【ビザについて】                                               

ビザの種類 

➢ 短期滞在ビザ 

- 日本との間に査証(ビザ)免除の取り決めがあれば、ビザを申請する必要はありません。日本に入国する際、 

空港でパスポートにスタンプが押されてビザが発給されます。 

- 一部の国籍においては、査証免除の取り決めがあっても在外日本国大使館・領事館にて事前に短期滞在ビザ取得 

申請をすることをお勧めいたします。 

 

➢ その他のビザ 

- その他のビザとは就労ビザ、日本人の配偶者ビザ、ワーキングホリデービザ、家族滞在ビザなどの留学ビザ以外の

長期ビザのことを指します。 

 

コース申込み必要書類 

1 □ 当校指定の申込書 

2 □ 証明写真 ３枚 

3 □ パスポートのコピー 

4 □ 在留カードのコピー（日本居住者の方） 

 

申込みの流れ 

査証（ビザ）免除国の方、その他のビザをお持ちの方 

1 
当校指定の申込書及び必要書類を 

インターカルト日本語学校に送付してください。 

2 当校から申込みの確認として請求書をお送りします。 

3 
お支払い確認後、インターカルト日本語学校から 

「入学許可書」を送付します。 

4 
在外日本大使館・領事館にて「短期滞在ビザ」の申請

をしてください。 

5 
航空券と宿泊先の手配をしてください。 

ご希望の方は、当校にて宿泊の手配を承ります。 

6 所定の日にご来校ください。 

※ ビザの申請に関しては在外日本大使館・領事館に 

ご相談ください。 

 

 

査証（ビザ）免除国のでない方 【招聘状が必要です】 

1 
当校指定の申込書及び必要書類を 

インターカルト日本語学校に送付してください。 

2 当校から申込みの確認と請求書をお送りします。 

3 
航空券と宿泊先の手配をしてください。 

ご希望の方は、当校にて宿泊の手配を承ります。 

4 

お支払い確認後、インターカルト日本語学校から 

「招聘状」を含むビザ申請に必要な書類を送付 

します。 

5 

在外日本大使館・領事館にて「短期滞在ビザ」の申請

をしてください。（ビザ交付までに数週間かかる場合も

あります。） 

6 所定の日にご来校ください。 

※ 相互免除国ではない方はまずは学校にご相談ください。 

 

ビザ申請にかかる料金 （日本円） 

短期滞在ビザ 
書類作成代 5,000  

書類発送代（DHL, EMS） ～10,000 来校時にお支払いください。 
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Weekly Course 【About a visa】                                                                        
Visa Types 

➢ Temporary visitor’s visa (tourist visa) 

- If a visa exemption agreement exists between your countries and Japan, you don’t have to apply for one.  

The visa will be issued at the airport when coming to Japan. You can see the visa stamp on your passport. 

 

➢ Other visas 

- This includes a long-term visa except a student visa such as a working visa, a spouse visa, a working holiday 

visa and a family visa. 

 

Required Documents 

1 □ School application forms 

2 □ ID photos X 3 

3 □ A copy of your passport 

4 □ 
A copy of your Residence Card 
(if you have one) 

 

 

Application Procedures 

For countries which has a visa exemption agreement 
with Japan or other visa holders 

1 Send the designated application forms to IIJ. 

2 IIJ will send an invoice as a confirmation. 

3 
After payment is confirmed, IIJ will send you a 

certificate of admission. 

4 
Apply for a temporary visitor’s visa at the Japanese 

embassy in your local area.  

5 
Book your flight and accommodation. IIJ handles 

accommodation arrangement if necessary. 

6 Come to school on the designated day. 

※ Please consult with the Japanese embassy about the 

visa. 

 

For countries which doesn’t have a visa exemption 
agreement 【Invitation letter is necessary】 

1 Send the designated application forms to IIJ. 

2 IIJ will send an invoice as a confirmation. 

3 
Book your flight and inform IIJ your flight schedule 

and the address of your accommodation. 

4 
After payment is confirmed, IIJ will send you an 

invitation letter. 

5 

Apply for a temporary visitor’s visa at the Japanese 

embassy in your local area. (It would take a few 

weeks until the visa is issued.) 

6 Come to school on the designated day. 

※ Please consult us before application. 

 

 

Visa Application Fees ( JPY) 

Temporary Visitor’s Visa 
Application fee 5,000  

Shipping fee （DHL, EMS） ～10,000 Please pay at the office. 
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ウィークリーコース 【申込みの流れ】                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 インターカルト日本語学校 

申込書と必要書類の提出 

書類のチェック 

✓ 不明な点などがある場合はエージェント

に連絡をします。 

請求書を発行・送付 

請求書に記載された学校の指定口座に 

お支払い 

✓ 請求書に支払い期日が記載されて 

います。 

来日 

✓ 所定の日に学校に来てください。 

航空券、宿泊先の準備し、フライト情報や 

宿泊予約票を送付 

✓ 宿泊先は学校でも手配可能です。 

ご入金、フライト情報、宿泊予

約を確認後、招へい状を含む

ビザ申請に必要な書類を発行・

送付。 

✓ 日本語学習歴がある方に

はオンラインテストを受け

ていただきます。 
在外日本大使館・領事館で 

「短期滞在ビザ」を申請 

✓ 交付までに数週間かかる場合も 

あります 

✓ 査証免除国の方でも、事前に 

短期滞在ビザを申請することをお勧め

します。 

【査証免除国の方】 

ご入金確認後、入学許可書を発行・送付 

✓ 日本語学習歴がある方にはオンライン

テストを受けていただきます。 

【査証免除国でない方】 
【査証免除国の方】 
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Weekly Course 【Application Procedures】                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicants IIJ 

Submit an application form and required 

document. 

Check the document 

✓ We ask some questions if necessary. 

Issue an invoice and send. Pay the amount written on the invoice to 

designated bank account. 

✓ Due date is written on the invoice. 

Come to Japan 

✓ Please come to school on the 

designated day. 

Book flight tickets and accommodation, 

and send the booking confirmation. 

✓ IIJ can arrange your accommodation. 

After confirming the payment, 

the flight tickets and the 

accommodation, issue and send 

required document such as an 

invitation letter in order to apply 

for a visa. 

✓ We send you an online test 

account if you have studied 

Japanese previously. 
Apply for a temporary visa at local 

Japanese consulate.  

✓ It could take a few weeks until visa 

issuance. 

✓ Although you have a visa 

exemption agreement, visa 

application in advance is 

After confirming the payment, issue and 

send a certificate of admission. 

✓ We send you an online test account 

if you have studied Japanese 

previously. 

【Visa required】 
【Visa exempted】 
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ウィークリーコース 【料金表】                                                                

ウィークリーコースへの出願資格 

1. 受講開始日に１５歳以上になっている方 

2. 日本語学習歴がない方は月初めの月曜日に入学が可能です。 

 

授業時間 ／ レベル 

- 月曜日～金曜日 

- １０：００～１３：１０、 ４０分授業×４コマ 

- 受講のレベルはテストの結果で決まります。 

 

料金表 （日本円） 【授業料】 

 １週間 ２週間 ３週間 ４週間 ５週間 ６週間 

入学金 20,000 

授業料 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 

合計 45,000 70,000 95,000 120,000 145,000 170,000 

 

 ７週間 ８週間 ９週間 １０週間 １１週間 １２週間 

入学金 20,000 

授業料 175,000 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000 

合計 195,000 220,000 245,000 270,000 295,000 320,000 

 

【教材費】※教材費は別途お支払いとなります 

 

レベル トピックの数 教材 教材費 (税込) 

入門 
５トピック 

（１週間） 

ひらがな・カタカナ ￥500 

オリジナルテキスト ￥500 

A1 
１５トピック 

（３週間） 
WEEKLY J for Starters 1 ~Dive into Japanese Language~ ￥2,310 

A2 
２５トピック 

（５週間 ） 

日本語能力試験対応 きらり☆日本語 Ｎ５ 語彙 ￥1,320 

オリジナルテキスト ￥500 /週 

B1 
３０トピック 

（６週間） 
WEEKLY J for Starters 1 ~日本語で話す 6 週間~ ￥2,310 

B2 
４０トピック 

（８週間） 
オリジナルテキスト ￥500 /週 

C 
２０トピック 

（４週間） 
オリジナルテキスト ￥500 /週 
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Weekly Course 【Price List】                                                           

Qualification to apply for Weekly Course 

1. Applicants must be 15 years old or more on the day they start the course. 

2. Those who have never studied Japanese before, the total beginners class starts first Monday of each month. 

 

Class Hours / Levels 

- Monday through Friday 

- 10:00 am - 1:10 pm, 40 min class X 4 

- Your class level is decided by the result of the test. 

 

Price List (JPY)  【Tuition fee】 

 

 7 weeks 8 weeks 9 weeks 10 weeks 11 weeks 12 weeks 

Registration fee 20,000 

Tuition fee 175,000 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000 

Total 195,000 220,000 245,000 270,000 295,000 320,000 

 

【Material fee】※Textbook fee is not included in the tuition fee. 

 

 

 

 

 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 

Registration fee 20,000 

Tuition fee 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 

Total 45,000 70,000 95,000 120,000 145,000 170,000 

Level Topics Materials 
Material fee 

 (tax included) 

Total 

beginner 

5 topics 

(1 week) 

Hiragana Katakana book ￥500 

Original book ￥500 

A1 
15 topics 

(3 weeks) 
WEEKLY J for Starters 1 ~Dive into Japanese Language~ ￥2,310 

A2 
25 topics 

(5 weeks) 

日本語能力試験対応 きらり☆日本語 Ｎ５ 語彙 ￥1,320 

Original book ￥500 / week 

B1 
30 topics 

(6 weeks) 
WEEKLY J for Starters 1 ~日本語で話す 6 週間~ ￥2,310 

B2 
40 topics 

(8 weeks) 
Original book ￥500 / week 

C 
20 topics 

(4 weeks) 
Original book ￥500 / week 
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ウィークリーコーススケジュール / Course Schedule for Weekly Course              

 

 

2021 Weekly Course

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 - 1 2 3 4 5 6 ¥25,000 1 2 3 4 5 6 ¥25,000

3 4 5 6 7 8 9 ¥20,000 7 8 9 10 11 12 13 ¥20,000 7 8 9 10 11 12 13 ¥25,000

10 11 12 13 14 15 16 ¥20,000 14 15 16 17 18 19 20 ¥25,000 14 15 16 17 18 19 20 ¥25,000

17 18 19 20 21 22 23 ¥25,000 21 22 23 24 25 26 27 ¥20,000 21 22 23 24 25 26 27 ¥25,000

24 25 26 27 28 29 30 ¥25,000 28 28 29 30 31 1 2 3 ¥25,000

31

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

28 29 30 31 1 2 3 ¥25,000 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 ¥25,000

4 5 6 7 8 9 10 ¥25,000 2 3 4 5 6 7 8 ¥10,000 6 7 8 9 10 11 12 ¥25,000

11 12 13 14 15 16 17 ¥25,000 9 10 11 12 13 14 15 ¥25,000 13 14 15 16 17 18 19 ¥25,000

18 19 20 21 22 23 24 ¥25,000 16 17 18 19 20 21 22 ¥25,000 20 21 22 23 24 25 26 ¥25,000

25 26 27 28 29 30 1 ¥20,000 23 24 25 26 27 28 29 ¥25,000 27 28 29 30 1 2 3 ¥25,000

30 31 1 2 3 4 5

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

27 28 29 30 1 2 3 ¥25,000 1 2 3 4 5 6 7 ¥25,000 29 30 31 1 2 3 4 ¥25,000

4 5 6 7 8 9 10 ¥25,000 8 9 10 11 12 13 14 ¥20,000 5 6 7 8 9 10 11 ¥25,000

11 12 13 14 15 16 17 ¥25,000 15 16 17 18 19 20 21 ¥25,000 12 13 14 15 16 17 18 ¥25,000

18 19 20 21 22 23 24 ¥15,000 22 23 24 25 26 27 28 ¥25,000 19 20 21 22 23 24 25 ¥15,000

25 26 27 28 29 30 31 ¥25,000 29 30 31 1 2 3 4 ¥25,000 26 27 28 29 30 1 2 ¥25,000

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

26 27 28 29 30 1 2 ¥25,000 31 1 2 3 4 5 6 ¥20,000 28 29 30 1 2 3 4 ¥25,000

3 4 5 6 7 8 9 ¥25,000 7 8 9 10 11 12 13 ¥25,000 5 6 7 8 9 10 11 ¥25,000

10 11 12 13 14 15 16 ¥25,000 14 15 16 17 18 19 20 ¥25,000 12 13 14 15 16 17 18 ¥25,000

17 18 19 20 21 22 23 ¥25,000 21 22 23 24 25 26 27 ¥20,000 19 20 21 22 23 24 25 ¥15,000

24 25 26 27 28 29 30 ¥25,000 28 29 30 1 2 3 4 ¥25,000 26 27 28 29 30 31

31

※各週に表示されている料金は授業料です。入学金・教材費は含みません。

    The prices shown next to each week is the tuition fee, and the registration fee and texbook fee are exclusive.

入門レベル

Total beginners course for the weekly course

July, 2021 August, 2021 September, 2021

October, 2021 November, 2021 December, 2021

January, 2021 February, 2021 March, 2021

April , 2021 May, 2021 June, 2021
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ウィークリーコース 【返金規定】/ Weekly Course 【Refund policies】             

入学前 

− 入学前に受講をキャンセルする場合は、入学金と授業料を返金します。 

− 短期滞在ビザ申請にあたり当校が招へい状を発行し原本を送付した後のキャンセルの場合は書類作成代と送料（EMS や

DHLなど）は返金の対象とはなりません。 

 

入学後 

− 入学後に受講継続をキャンセルされる場合は、学校所定の書類を以ってお申し出ください。当該書類が受理された時点を

基準として返金の手続きを開始します。なお、キャンセルのお申し出はキャンセルを希望する週の前週木曜日（祝休日を除

く）の営業時間内（9：00～17：30）までとさせていただきます。 

− 短期留学生保険に加入している場合は加入済みのため返金はできません。 

− 入学後のキャンセルのお申し出により、解約・返金する場合は、受講していない授業料から以下に挙げる A・B いずれか低

い額を解約手数料として差し引き、残額を返金します。 

A) 受講していない授業料の 20％ 

B) 特定商取引法で定められた解約手数料 50,000 円 

 

− 教材などの未払い金がある場合は、その金額を差し引いた残額を返金します。 

− 当校を通じて予約をした宿泊分の返金額は、宿泊先の規定に準じます。 

− 銀行振り込みで返金する際の振込手数料はご本人負担となります。 

 

Before enrollment 

− If a student wishes to cancel the course before enrollment, the paid registration fee and tuition fee shall be refunded. 

− In case of cancellation for personal reasons after issuance / delivery of an invitation letter for visa application by the 

school, the paid visa application fee and shipping fee (e.g. EMS and DHL) shall not be refunded. 

 

After enrollment 

− A student who desires to leave the school shall notify the school in the form prescribed by the school. Refund 

procedure shall commence at the time of the acceptance of the notice. The notice for leaving the school shall be 

submitted by the Thursday, between business hours (9:00~17:30), immediately preceding the week in which the 

student desires to leave the school.  

− The international student insurance fee shall not be refunded because the insurance has already been taken out. 

− The amount to be refunded in the case of cancellation, the following amounts, A or B, whichever is lower shall be 

taken out as a cancellation charge. 

A) twenty percent (20%) of the remaining tuition fees 

B) cancellation fee fifty thousand yen (50,000 yen) which is regulated by Specified Commercial Transactions Act. 

 

If there are unpaid fees such as textbook fees, the amount shall be subtracted from the refund. 

The refund amount of the accommodation which the school arranged shall be calculated according to the 

accommodation’s refund policy. 

Bank charges shall be borne by the student. 
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プライベートレッスン                                                             
 
料金表と時間 

 
通学 

（インターカルト日本語学校にて） 

派遣  

（会社のオフィスにて） 

可能時間数 1 コマ（50 分）～ / 日 2 コマ（100 分）～ / 日 

受講曜日・時間 

月曜日 9:00~20:30 

火曜日 9:00~20:30 

水曜日 9:00~20:30 

木曜日 9:00~20:30 

金曜日 × 

土曜日 10:00~13:00 

月曜日 9:00~20:30 

火曜日 9:00~20:30 

水曜日 9:00~20:30 

木曜日 9:00~20:30 

金曜日 9:00~20:30 

土曜日 × 

料金 

入学金 10,500 円 

授業料 

1 名で受講 6,900 円 /コマ 

2 名で受講 3,700 円 /コマ 

派遣料 なし 

1,200 円 /日 

※ 実際の交通費が1,200円以上の場合は

実費となります。 

 

申込みの流れ 

1 当校指定の申込書及び必要書類をインターカルト日本語学校に送付してください。 

2 レベルチェックや授業内容の細かい相談などをするため、学校にお越しください。 

3 当校から入学金と１回分の授業料の請求書を送付します。 

4 お支払い確認後、授業のアレンジを開始します。 

5 １～２週間後に授業のスケジュール、開始日について連絡をします。 

6 レッスン開始 

 

 

プライベートレッスンを受講するにあたって 

- 授業料のお支払いは１ヶ月単位です。翌月最初の授業日の２日前までにお支払いください。 

- 教材費は別途かかります。希望される授業内容により、受講期間の途中に教材を変更することもございます。 

- 授業のキャンセル及びスケジュールの変更をご希望の場合、授業日の前日（月曜日～金曜日）１７時までにその旨を事務

所にご連絡いただいた場合、授業料は発生いたしません。 
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Private Lesson                                                                  

Price list & Schedule 

 
School 

(@ IIJ) 

Dispatched  

（@ company office） 

Numbers of unit 1 unit (50 minutes) ~ /day 2 units (100 minutes) ~ /day 

Day of the week 

& 

Time 

Monday      9:00~20:30 

Tuesday      9:00~20:30 

Wednesday   9:00~20:30 

Thursday     9:00~20:30 

Friday       × 

Saturday     10:00~13:00 

Monday      9:00~20:30 

Tuesday      9:00~20:30 

Wednesday   9:00~20:30 

Thursday     9:00~20:30 

Friday       9:00~20:30 

Saturday     × 

Fees 

Registration fee JPY 10,500 

Tuition fee 

With one person JPY 6,900 / unit 

With two persons JPY 3,700 / unit 

Dispatched fee - 

JPY 1,200 / day 

※ Actual fee is charged if the 

transportation fees cost more than 

JPY 1,200 

 

Application Procedures 

1 Send the designated application forms to IIJ. 

2 Come to school for the level check. 

3 IIJ will send you an invoice includes the registration fee and the tuition fee for one lesson. 

4 After payment is confirmed, IIJ will start arranging your lessons. 

5 After 1~2 weeks, we will contact you about details of your lessons. 

6 Your lesson starts. 

 

 

For taking Private Lessons 

- The payment shall be made by monthly. Please pay the fees two days prior to the first lesson of the next month.  

- Material fees (textbooks) are not included in the tuition. We may have to change materials due to what you 

specify as study materials. 

- Cancellation fees will not be charged if you inform to school about changes or cancellation on your schedule by 5 

PM, one day prior to the scheduled date (Monday ~ Friday). 

 

 



32 

April 2021 

 



33 

April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
cco

m
m

o
d

atio
n

s 

宿
泊
施
設 



34 

April 2021 

 

宿泊施設                                                                    

学生寮 インターカルト寮 （３ヶ月契約） 

学校まで歩いて１０秒～１０分くらいのところにあります。必要なものはすべてそろっ

ているので、初めて日本に来る学生も来日後すぐに生活がはじめられ、安心・快適な

生活をおくれます。部屋ではインターネットが無料で使えます。秋葉原にも、文化・芸

術の上野にも近いです。 

[設備]  

エアコン、TVモニター付きオートロック、宅配 BOX、自転車置き場、 

浴室乾燥機、ガスコンロ、２段ベッド、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、 

電子レンジ、インターネット（コンピューターは自分で用意してください）  

 

提携寮 
グローバルライフ東十条（3 ヶ月契約） 

京浜東北線の東十条の駅から３分ほどの場所に位置しています。 

学校までは電車と徒歩で約３０分です。空き室があれば１ヶ月からでも入居できます。 

 [設備] 

エアコン / オートロック / 冷蔵庫 / 電子レンジ / 台所 / 炊飯器 / 浴室 / ベッド 

/ 机 /無料インターネット など               

 

 

 

 

 

 

ウィークリーマンション（ホテルマイステイズ亀戸） 

短期生の方にはウィークリーマンションをご紹介しております。一泊から入

居できます。学校まで電車と徒歩で約３０分のところにあります。 

[設備] 

無料インターネット / 机 / エアコン / ヘアドライヤー / ベッド / 

テレビ / 冷蔵庫 / 浴室 / トイレ など 

 

 

 

 

※料金は 1 部屋あたりです。 

 （日本円） 入寮時 更新時の３か月分の合計額 

タイプ 
家賃/ 

1 ヶ月料
金 

入寮費 保証金 施設費 
水道光

熱費 

入寮時３ヶ月
分の合計額 

 

更新料 
 

家賃 
更新時 3 ヶ月
分の合計 

二人部屋 A 69,000 30,000 30,000 20,000 - 287,000 10,000 207,000 217,000 

二人部屋 B 71,000 30,000 30,000 20,000 - 293,000 10,000 213,000 223,000 

一人部屋 135,000 50,000 50,000 30,000 - 535,000 10,000 405,000 405,000 

 （日本円） 入寮時 
更新時の 3 ヶ月の

合計額 タイプ 家賃/月 入寮費 施設費 水道光熱費 
入寮時３ヶ月
分の合計額 

二人部屋 45,000 30,000 30,000 24,000 219,000 135,000 

一人部屋 65,000～ 30,000 30,000 30,000 285,000～ 195,000 

（日本円） 手配料 部屋タイプ ウィークリー契約 マンスリー契約 

2019 年 1 月～ 4,000 
一人部屋 5,400~/泊 4,800~/泊 

二人部屋 8,200~/泊 7,200~/泊 
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Student Dormitory (3 months contract) 

Our student dormitories are located from 10 seconds to 7 minutes from school 

by foot. Fully furnished rooms allow even newcomers to enjoy a safe and 

comfortable living environment immediately after arrival. Free Internet access 

is available in every room. 

The dormitories are close to Akihabara and Ueno, cultural and art centers of 

Japan. 

-Facilities- 

Air-conditioner / automatic locking door with video intercom / postal box / 

bicycle parking / bathroom dryer / gas cooking stove / bunk bed / TV / 

refrigerator / washing machine / rice cooker /microwave / Internet access 

(computer not included)  

                         

Partner accommodations 

Global Life Higashi-Jujo  (3 months contract)  

3 minutes’ walk from Higashi-Jujo station on the Keihin-Tohoku line. 

Approximately 30 minutes to school by train and on foot.  

Monthly rent is also available if they have vacancies.  

-Facilities- 

Air-conditioner / automatic locking door / refrigerator / microwave / kitchen / rice cooker  

/ private bath room / bed / desk / free internet access 

 

Weekly apartment（Hotel Mystays KAMEIDO） 

We offer weekly apartments which are available, immediately, to 

students enrolling our short-term courses. Rooms are only about 30 

minutes away from school by train and on foot. 

-Facilities- 

Free Internet access (wired) / Desk or Foldable table / Air conditioner / 

Hair dryer / Bed & Bedding / TV / Pay TV channel / Mini-refrigerator / 

Private bath room & toilet / Telephone, etc. 

 

 

 

 

*Prices are per room. 

 

 ( JPY) Expenses when move-in the dorm (3months contract) Expenses when renew 

Room 
type 

Monthly 
rent 

Move-in 
expense 

Deposit 
Facility 

expense 
Utilities 

expense 

Total  
price for 
3 months  

Renewal 
expense 

3month 
rent 

Total  
price for 
3 months 

Twin A 69,000 30,000 30,000 20,000 - 287,000 10,000 207,000 217,000 

Twin B 71,000 30,000 30,000 20,000 - 293,000 10,000 213,000 223,000 

Single 135,000 50,000 50,000 30,000 - 535,000 10,000 405,000 405,000 

 ( JPY) Expenses when entering the dorm (3 months contract) Expenses when renew 

Room type Monthly 
rent 

Move-in 
expense 

Facility 
expense 

Utilities 
expense 

Total price for  
3 months ( JPY) 

Total price for 
3 months 

Twin 45,000 30,000 30,000 24,000 219,000 135,000 

Single 65,000~ 30,000 30,000 30,000 285,000~ 195,000~ 

(JPY) Arrangement 
fee 

Room 
Type 

Weekly  
Contract (/night) 

Monthly 
Contract (/night) 

January 2019~ 4,000 
Single 5,400~/night 4,800~/night 

Twin 8,200~/ night 7,200~/night 
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ホームステイ 
日本の家庭で家族の一員としてホームステイをするのはどうでしょう。ホームステイは日

本語の上達に最適な環境です。当校はホームステイのエージェントと提携をし、質の高

いステイ先を提供いたします。 

※７泊以下の滞在をご希望の場合はご相談ください。 

 

ゲストハウス （宿泊先と直接予約をしてください。） 

ボーダレスハウス (http://www.borderless-house.com/jp/) 

ボーダレスハウスは必ず「外国人＋日本人」が一緒にシェアハウスします。世界中から

社会人・インターン・学生の方が来てボーダレスハウスに住んでいます。 

日本にいながら色んな国々の方に知り合えます。日本語も教えてもらえるかも？ハウス

でのイベントも多彩です。 

例）上野日暮里シェアハウス 

 

 

 

J&F プラザ蕨 (http://www.jafplaza.com/index.html) 

京浜東北線『蕨駅』にあり、全 95 室の大型ハウスで、多国籍の方が入居をしております。

渋谷・新宿・池袋・東京・上野・秋葉原等への中心地へのアクセスは良好です。ハウスの

目の前には、コンビニ、八百屋、駅前に商店街もあるので毎日の生活には困りません。 

 

 

 

空港送迎サービス                                                           

- 空港送迎サービスはインターカルト日本語学校が手配した宿泊先に滞在するかた対象のサービスです。 

- 日本到着の７日前までにフライト情報をお送りください。 

- 学校スタッフ同行希望の場合はご相談ください。 

 出発地 到着地 手段 片道料金 （日本円） 

団体 
羽田空港 

学生寮 / 学校 バス 
5,000/名 

*当校で指定した日に来日してください。 成田空港 

個別 

羽田空港 

学生寮 / 学校 タクシー 15,000～21,000/台 

ウィークリーマンション タクシー 14,000～21,000/台 

ホームステイ 電車 17,280/名 

成田空港 

学生寮 / 学校 タクシー 26,000～33,000/台 

ウィークリーマンション タクシー 24,000～33,000/台 

ホームステイ 電車 17,280/名 

プラン 手配料 （税込） ７泊以上の料金 （税込） 

２食付 （夕食・朝食） 19,800 5,170 /泊 

タイプ 入居費 施設費 宿泊費/月 
入寮時３ヶ月の合計金額  

（日本円） 

二人部屋 15,000 7,000 47,000 163,000 

一人部屋 15,000 10,000 69,000 232,000 

タイプ 保証金 宿泊費/月 

二人部屋 20,000 36,000 

一人部屋 20,000 47,000 
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Homestay 
How about a homestay as a member of a Japanese family? Homestay offers a great 

opportunity to improve your Japanese and make a foster family in Japan. IIJ has a 

direct connection with a homestay agency. Please contact the school for more 

details. 

 *Please contact us for the prices shorter than 7 nights. 

 

Guest House (Please contact them directly) 

Borderless House (http://www.borderless-house.com/jp/) 

This share house is to communicate with Japanese and foreigners so there are 

environments which is managed to keep the balance of Japanese and foreigners 

half and half. You will have plenty of chance making Japanese friends who are 

friendly and nice to fun with! 

Ex) UENO-NIPPORI share house 

 

 

 

J&F Plaza Warabi (http://www.jafplaza.com/index.html) 

J&F House Warabi is located on the Keihin-Tohoku Line's Warabi Station and is one 

of our largest houses with 95 rooms and many tenants from all over the world. 

 

 
 

 

Pick-up Service                                                                

- Pick-up service is available for those who reserve the accommodation through IIJ. 

- Send us the flight information at least 7 business days before your arrival. 

- Consult us if you need a school staff accompany with you. 

 From To Method One-way fee ( JPY) 

Group 
Haneda Airport 

Student dormitory / School Bus 
5,000 / person 

*The arrival date is designated. Narita Airport 

Individual 

Haneda Airport 

Student dormitory / School Taxi 15,000～21,000/ car 

Weekly apartment Taxi 14,000～21,000/ car 

Host family Train 17,280/ person 

Narita Airport 

Student dormitory / School Taxi 26,000～33,000/ car 

Weekly apartment Taxi 24,000～33,000/ car 

Host family Train 17,280/person 

  

Plan 
Arrangement 

Fee  (tax included) 
7 nights ~  

(tax included) 

2 meals plan (dinner & breakfast) 19,800 5,170 / night 

Room type 
Move-in 
expense 

Facility 
expense 

Monthly 
rent 

Total price for 
3 months ( JPY) 

Twin 15,000 7,000 47,000 163,000 

Single 15,000 10,000 69,000 232,000 

Room type Deposit Monthly rent 

Twin 20,000 36,000 

Single 20,000 47,000 
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7 階建て校舎   Seven-story school building 

駐輪場   Bicycle parking area 

学校事務所   School office 教室の階   Floor 

教室   Classroom 

学校の写真 

School photos 



39 

April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花見   Cherry blossoms 

藍染   Indigo dyeing 茶道   Tea ceremony 

浅草   Asakusa 

イベントの写真 

Activities 
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全校一泊温泉旅行   Overnight trip with all student 

ハロウィン   Halloween 

雪合戦   Snowball fight 

イベントの写真 

Activities 

節分の豆まき Mame-maki    

餅つき Mochi pounding    餃子作り Gyoza party 
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スピーチコンテスト   Speech contest 新入生歓迎会   Welcome party 

入学式   Opening ceremony 

クリスマスパーティー   Christmas party 
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◼ 学校連絡先  

住所       〒110-0016 東京都台東区台東 2-20-9  

           2-20-9 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016, Tokyo 

TEL        +81-(0)3-5816-4861 

FAX        +81-(0)3-5816-4862 

MAIL       incul@incul.com 

Facebook   https://www.facebook.com/Intercult 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:incul@incul.com
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◼ 交通 

- 大江戸線 「新御徒町駅」 Ａ２出口 徒歩 5分  

5 minute walk from A2 exit at Shin-Okachimachi station on the Ooedo Line 

 

- ＪＲ御徒町駅 南口 徒歩 10分                             

10 minute walk from South exit at JR Okachimachi station 

 

- ＪＲ秋葉原駅 昭和通り口 徒歩 15分                  

15 minute walk from Showa-dori exit at JR Akihabara station 

 

- ＪＲ浅草橋駅 西口 徒歩 13分                             

13 minutes walkf from West exist at JR Asakusabashi station 

 

- 日比谷線 「仲御徒町駅」 1番出口 徒歩 8分     

8 minute walk from No.1 exit at Naka-Okachimachi station on the Hibiya Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MEMO                                                                       
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