
語学学校 

EMS  
イーエムエス ランゲージセンター 

 対象年齢：16歳以上 
 形態：語学学校 
 場所：市内 
 プログラム：1ヶ月~ (個別ｸﾗｽは1週間~) 
 最少受入人数：1人 
 最大受入人数： 
 クラス分数:10段階 
 1クラス生徒数：15名 
 講師：ネイティブ60％ 
 授業時間：6時間 
 宿泊施設：なし 
 生徒国籍：中東50％、東南アジア20％ 
 日本人生徒：10-15％ 



■EMSの紹介 
設立年：2012年           生徒数：350名
（2018年08月現在）       
KLCCツインタワーより徒歩5分の好立地に

加え、英語力保証制度も有り、日本人ス
タッフも常駐で安心。 



受付およびリビング 

クラスルーム 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室・ 

近くの食堂エリア（付
近には複数のレストラ
ンがあります） 

利用可能施設 



タイミスケジュール (一例) 

9:00~13：00 授業 (休憩挟む) 

13：00-14：00 ランチ休憩 

14：00-16：00 スピーキング(休憩挟む) 



宿泊先 (電車通学県内のホテル) 

形式：学生向けホテル（ホステル） 
場所：LRT Sri Petaling線Chan Sow Lin駅 
部屋数：400ROOM 
シャワー&トイレ：あり 
キッチン：なし (朝食あり) 
洗濯：コインランドリーあり 
WIFI:あり 
テレビ：あり 
最低宿泊数：1日 24時間セキュリティ 

ツインシェア 
1週間、1ヶ月料金あり 

シングルルーム 
1週間、1ヶ月料金あり 



期間 授業料 おススメ宿泊 
(City Campus) 

2週間 
＊個別または既存クラス 
 

USD450 USD33 (1泊あたり) 

1ヶ月 USD790 
 

USD700(1ヶ月) 

4ヶ月 USD3,000 
 

USD2,800(4ヶ月) 
 

6ヶ月 USD4,300 
 

USD4,200(6ヶ月) 
 

8ヶ月 USD5,700 
 

USD5,600(8ヶ月) 
 

10ヶ月 USD7,000 
 

USD7,000(10ヶ月) 
 

※4ヶ月以上の場合は、上記+学生ビザ取得代金が必要となります 



語学学校 

ELC (ブキビンタン) 
イーエルシー・ランゲージカンパニー 

 対象年齢：12歳以上 
 ※4ヶ月以上のコースは18歳以上 
 形態：語学学校 
 場所：市内 
 プログラム：1ヶ月~ (個別ｸﾗｽは1週間~) 
 最少受入人数：1人 
 最大受入人数： 
 クラス分数:10段階 
 1クラス生徒数：15-20名 
 講師：ネイティブ90％ 
 授業時間：5時間 
 宿泊施設：あり 
 生徒国籍：中東50％、東南アジア20％ 
 日本人生徒：15％未満 



■ELCの紹介 
設立年：2012年  
生徒数：200-300人 

オーストラリアの本校が
教師の手配を行うなど、
徹底した授業の質の管
理を行っている、市内
の中心に位置している 
 



受付およびフリース
ペース 
 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室・カフェ 

利用可能施設 



タイミスケジュール (一例) 

9:00～11:00 授業 

11:00～11:30 休憩 

11:30～12:30 授業 

12:30～1:30 ランチ休憩 

1:30～2:30 授業 

2:30～2:45 休憩 

2:45～3:45 授業 



宿泊先 (徒歩圏内のコンドミニアム) 

ツインシェア 共同スペース 

形式：ELC所有のコンドミニアム 
場所：学校から徒歩20分以内 
部屋数：1ユニットに4-5部屋 
              (例：1人部屋 x 1, 2人部屋 x 4) 
シャワー&トイレ：シェアメイトと共同 
キッチン：調理可能 
洗濯：洗濯機あり 
WIFI:あり 
テレビ：あり 
 
最低宿泊数：空いていれば1週間から可能 
 



期間 授業料 教材費 宿泊 
(ｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ) 

1週間 
 

USD305 要相談 

2週間 USD500 
 

要相談 

1ヶ月 USD875 USD130 USD350(SGL) 
USD300(TWN) 

3ヶ月 USD2,620 USD160 USD1050(SGL) 
USD900(TWN) 

6ヶ月 USD4,500 USD260 USD1600(SGL) 
USD1300(TWN) 

※4ヶ月以上の場合は、上記+学生ビザ取得代金が必要となります 



語学学校 

ELEC  
イーエルイーシー・ 
イングリッシュランゲージセンター 

 対象年齢：5-9歳（キッズ) 12歳以上 
 ※4ヶ月以上のコースは18歳以上 
 形態：語学学校 
 場所：市内 
 プログラム：1ヶ月~ (個別ｸﾗｽは1週間~) 
 最少受入人数：  1人 
 最大受入人数:      
 クラス分数:12段階 
 1クラス生徒数：10-16名 
 講師：ネイティブ60％ 
 授業時間：5時間 
 宿泊施設：なし 
 生徒国籍：中東50％、東南アジア20％ 
 日本人生徒：10％未満 



■ELECの紹介 
設立年： 2010年          生徒数：200-300名 
KLCCより徒歩5分の好立地、アメリカ英語を
学ぶことができる 



受付およびリビング 
 

クラスルーム 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室・ 
近くの食堂エリ 

利用可能施設 



ELECでは5-9歳のキッズクラスも。特に夏休み期間は1ヶ月の親子留学として 
人気があります。 



タイミスケジュール (一例) 

0900-1030 文法 

1030-1045 休憩 

1045-1215 リーディング・ライティング 

1215-1300 休憩 

1300-1400 スピーキング・リスニング 

1400-1415 休憩 

1415-1515 コミュニケーション 



宿泊先 (電車通学県内のホテル) 

形式：学生向けホテル（ホステル） 
場所：LRT Sri Petaling線Chan Sow Lin駅 
部屋数：130ROOM 
シャワー&トイレ：あり 
キッチン：なし (朝食なし) 
洗濯：コインランドリーあり 
WIFI:あり 
テレビ：あり 
最低宿泊数：1日 24時間セキュリティ 

ツインシェア 
1週間、1ヶ月料金あり 

シングルルーム 
1週間、1ヶ月料金あり 



期間 授業料 おススメ宿泊 
(City Campus) 

2週間 
 

USD950 USD33(1泊) 

1ヶ月 USD1,100 
 

USD700(1ヶ月) 
 

2ヶ月 USD1,900 
 

USD1,400(2ヶ月) 
 

3ヶ月 USD2,800 
 

USD2,100(3ヶ月) 
 

1ヶ月 
(キッズクラス) 

USD1,100 
 

2ヶ月 
(キッズクラス) 

USD1,900 
 

 
 

※4ヶ月以上の場合は、上記+学生ビザ取得代金が必要となります 


