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人々が、瞬時につながり合える時代になっても、

世界へと一歩を踏み出すには、

言語や文化など、今なお多くの壁があります。

私たちが創り出すのは、人と人、日本と世界をつなぐ、

これまでになかった新発想のサービス。

すべての人が、平等に挑戦できる社会を実現するために。

描くのは、誰も見たことのない未来。

世界への壁を突き破り、新たな道を切り拓きます。

未来を描こう。
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私たちの目的は、生徒の英語力を最も「効率的に向上させること」です。

そのために、生徒一人ひとりがご自身の状況に合わせて英語学習がで

きるように留学・英会話スクール・オンラインの３つのサービスをご提供

しております。仕事をしながら英語を学びたい方には英会話スクール

を、自宅や外出先で学びたい方にはオンラインレッスンを、そして短期

間ですぐに成果を出したい方にはセブ島での留学サービスをご用意し

ておりますので、一人ひとりのニーズやスケジュールに合わせてフレキシ

ブルに対応することが可能です。ミライズなら全ての環境下において、

英語を教えるプロフェッショナルから学ぶことができます。

試験でしか使えない英語から、

実践で使える英語へ。

自分のレベルに合わせた”英語学習の環境”

ミライズが提供する ３つの英語サービス

学校・仕事帰りやスキマ時間を使って、

プロの講師との質の高いマンツーマン

レッスンが効率よく受けられます。

循環するサポート体制

国内・国外・オンラインの
最新の学習トライアングル

好きな場所、自分のペースで、留学の

時の講師や、いつもの日本の講師と

オンラインでレッスンができます。

場所を問わずにレッスン

短期間集中型で、すぐにでも英語力を伸

ばしたい方にオススメ。

最短1週間からの留学が可能です。

仕事をしながら学校へ

海外留学をセブ島で

英会話

留学 オンライン留学

英会話

オンライン
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成果に繋がるミライズ英語学習

「英語を学ぶ最高の環境」とは何だろうか？というのが私の日々の取り組みのもっとも深い部分

にある疑問であり、追い求めるものでした。

ミライズと一緒に、「英語を学ばざるを得ない環境」ではなく「英語を学びたくなる環境」、そして

楽しいから頑張れる、頑張れるから結果が出る、結果が出るからもっと頑張れる、そんな英語

学習の環境を「カリキュラム」「講師」「仲間」の三位一体で追求していきたい、と思っています。

企業、大学での講義や研修から英語関連事業コンサルなどを担当。SNS上で英語の楽しみ方、学び方をシェアする英語
キュレーターとしても活動中。自身も31歳留学経験ゼロから英語学習をスタートした経緯を持つ。TOEIC満点、英検1級。

英語は学ぶ者の可能性を広げ、未来を動かします。
英語キュレーター セレンが学習プログラムを監修

セレン
学習プログラム監修アドバイザー

ミライズが提供する

「成果の出る英語学習」３つのこだわり

01 全講師が英語学習に精通した「プロフェッショナル講師」

ミライズの講師は、国際的に認められている、英語を第二外国語として教える資格

である「TESOL」のトレーニングを受けています。
※TESOL・・・Teaching English to Speakers of Other Languagesの略

02 レベル、目的、興味分野に沿った「オーダーメイドレッスン」

留学・英会話・オンライン、ミライズのすべてのレッスンにおいて、学習者それぞれの

レベル・目的・興味分野に沿った「オーダーメイド」のカリキュラムをご提案致します。

03 モチベーションを維持できる「学習環境」

2019年4月にリニューアルオープンした、セブ島でも最高峰に入る学習環境を備えた

「MeRISE English Academy」、東京・神奈川エリアで展開するプロのフィリピン人

講師が完全マンツーマンレッスンをご提供する「ミライズ英会話」は、オシャレな

カフェテリアをイメージした大人にご満足いただける住環境・設備をご用意。英会

話スクールとは思えないような、洗練された施設で英語力の向上に集中できます。

97.8%が
全体に満足！

99.3%が
レッスン、講師に

満足！

92.7%が
環境、設備に満足！

ビジネスで
使える英語力

日常会話を
楽しめる英語力 ニュースが聞けたり、

読める英語力

海外ドラマや映画を
楽しめる英語力

発音の改善

レッスンをカスタマイズ
できること

51.4%

39.1%

レッスンに通うことで、もっとも期待するポイントは？

ミライズで学ぶ英語は実際に受講者からご満足いただいています。
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※2019年4月自社アンケート結果

多くのお客様にミライズでの英語学習を通じてご自身で
感じられる効果について大変ご満足していただいております。

レッスンでレスポンスが遅い私のことも
気長に待ってくださり、時にはヒントを
くださるのでなんとかできています。
自宅学習次第だとは思うのですが、
これからも上達に向けて頑張ります。

コストに対するレッスンの質に
本当に満足しています。講師の
方々は素晴らしい方ばかりで、
お陰様で英語を学ぶことが
楽しくて仕方ないとさえ思え
るようになりました。大変感謝
しております。将来的にセブ島
へも行ってみたいと強く思って
います。

先生方へ。いつも親切に
教えていただき、ありが
とうございます！

生徒の声 Students’ voice
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「わかる」から「使える」へ

社会人実績No.1

MeRISE English Academyは、キャリアアップを目的とした

社会人の方の語学習得のみならず、すべての英語学習者、そして

アジアの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る語学学校です。

英語を学ぶすべての学習者に
最適な学習環境をご用意

3000人以上卒業生数 在籍講師数 100名

在校生データ

SSP認定学校
フィリピンで1日でも英語学習を行う場合、 
SSP（学生ビザ）の取得が義務付けられて
おり、イミグレーションから正式に許可を
得た語学学校のみSSP発給が行えます。

TESDA登録学校
登録校はわずか5%前後といわれるほど、 厳しい
審査項目をクリアした学校しか認定されない
TESDA認定校として、当校は安心して学習
していただける環境をご提供しております。

ミライズ留学は、フィリピン政府機関より認可を受けた正規の英語専門教育機関です。

外資系金融関連

サービス関連 保険関連

外資系コンサル関連 人材関連

IT関連

メーカー関連 広告関連 小売関連

卒業生にはこんな職種の方がいます

モデルケース❶
【期間】 1週間
【職業】 外資系コンサルタント勤務
【休暇】 会社の有休を利用
【目的】 スピーキングの勘を取り戻したい

【内容】 発音矯正・negotiationに絞ったビジネス英語
【成果】 具体的なフレーズ・やり取りを身に付けられた
【生活】 ショッピングモールでの買い物

キーワード： 発音矯正 短期 留学経験者 中級者ビジネスイングリッシュ

モデルケース❷
【期間】 12週間
【職業】 転職中（元IT関連エンジニア）
【目的】 TOEICのスコアを上げて、転職活動を有利にしたい。仕事で英語を使いたい。
【内容】 簡単な会話ができるようになりたい・文法基礎・ビジネス英語の基礎・TOEIC試験のリスニング対策
【成果】 会話が理解できるようになった・簡単な会話ができる・TOEICスコアアップ
【生活】 最初の1ヶ月は学校周辺のショッピングモールやレストランへ
　　　 2ヶ月目からは慣れてきて、週末はアイランドホッピング等でリフレッシュ
　　　 3ヶ月目は試験に向けて集中特訓

キーワード： 初級者 長期 TOEIC対策 キャリアアップ

ミライズ留学は、これまでフィリピンで
唯一の社会人専門の語学学校でした。
そしてその強い専門性を軸に、これからは
幅広い人たちに英語を学べる環境をご
提供させていただきます。

生徒の平均年齢が高いことが
当校の特徴です。40代以上の方
でも安心してご滞在いただけます。

短期の生徒は会社の休暇を利用される
方が多く、長期の生徒は、転職タイミング
の方が多く在籍しています。

多くの方が初心者もしくは初級
からのスタートとなるため、英語に
自信が無い方でもご安心ください。

男女比 45%55%

男性
20代10代 1週間 2-3週間 4週間 5-7週間

8週間 9-11週間

超初級者 初級者

中級者 上級者12週間 13週間以上

30代

40代 50代
女性

年代比

27%

3%

35%

30%

5
%

滞在期間

6%
21%

10%

28%6%

8%

5%

16%

英語レベル

17.3%

38.5%

36.5%

7.7
%

学校名 MeRISE English Academy

住所 CORNER Juana Osmena & M.P YAP ST., BRGY, KAMPUTHAW, CEBU CITY, Philippines

受入生徒数 最大100名

法人のお客様も多数ご利用いただいています。

ミ
ラ
イ
ズ
留
学

男女比はほぼ半々のため、
男女問わずご利用いただいて
おります。
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当校の自慢は何といっても講師のレベルの高さにあります。マンツーマンレッスン中心で生徒一人ひとりの

オーダーメイドカリキュラム作成をしている当校では、講師採用の際に発音・文法・語彙力・理解力などの語学

としての英語の知識のみならず、柔軟性やコミュニケーション能力の高さを重視しています。また3,000人以

上の社会人留学生を受け入れてきた当校は、新しい生徒を迎えるたびにその方の業界・業種についての学びを

得て講師の更なる継続的な育成につなげる、という取り組みがあります。そのため、MeRISE  Eng l i sh  

Academyにいるのは、「進化し続けることにコミットできる講師」のみです。

オーダーメイドレッスンの流れ

事前アンケート

初回ヒアリング

学習プラン作成

コンサルシート作成

レベルチェックテスト

TESOLのトレーニングを受けた高いレベルの講師だから、生徒満足度NO.1が実現可能！

講師紹介

教科書に沿うだけではない、臨機応変なニーズ適応力は当校講師陣だからこそ実現できるクオリティです。

1対1だから他の生徒のレベルやニーズに合わせる必要が無いので、英語初心者の方にも特におすすめです。

事前アンケートを基にした、初回ヒアリングとレベルチェックテストから学習目的にあったプランを作成し

て、レッスンを行わせていただきます。詳細な事前アンケートを行うことで、大切な留学期間を少しでも

無駄にせずに、初日から自分に合ったレッスンを始めることができるのが、ミライズ留学です。

Mary Gay C. Tabunag
Allen Danica Leanne MJ

Renz Rodel Shane

コアティーチャー 講 師 陣

レッスンの改善・指揮

レッスンのフィードバック

当校では生徒一人ひとりに対して、留学中の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。コアティーチャーは、

カリキュラムをご提案できる経験ある講師のみがアサインされます。

生徒一人ひとりと
しっかり向き合う
コアティーチャー制度

コアティーチャー制度
オーダーメイドレッスン

オリジナルの4技能テストを受講、そのレベル判定のもと、それ

ぞれのニーズや興味範囲に即したシーンごとに使われる英語フ

レーズ群をチョイス。それらをベースにミライズ独自のメソッド

に基づき、生徒一人ずつ独自のカリキュラムを作成致します。

マンツーマンレッスン中心のプログラムがこの「オーダーメイド」

を可能にします。
※小学生・中学生・高校生へのレッスンは、教科書に沿って決められたカリキュラムです。

マンツーマン中心だからできる
オーダーメイドレッスン

※TESOL（英語を母国語としない国の人々に英語を教える教授法）

Lead Trainer ITTI Philippines
アカデミック・マネージャー

セブ市内の医大を卒業し、病院で2年間ナース
として働いていたが、TESOLを取得し英語
講師の道へ。現在はTESOLトレーナーとし
ても活躍。セブ最大の語学学校で、6年間
IELTSインストラクターとして働いたあと、
MeRISE Philippines, Inc., に入社。

ミ
ラ
イ
ズ
留
学

ミ
ラ
イ
ズ
留
学
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ミライズ留学の校舎があるのは、セブ市の中心地である市庁舎に近く、市内でも特に安全なエ
リアです。2019年4月に新築された8階建てビルの1階、4～8階がミライズ留学の校舎です。
77ブースあるマンツーマンレッスン専用のキュービクル、グループクラスルーム7室、プレゼン
テーションや卒業式を行うファンクションルームを完備。またレッスンスペースと自習スペースは
8階にございますのでセブ市内が一望できます。
校舎の造りは、実際の英会話のシーンに近づけるよう周りの声も聞こえる環境の中で、生活
するように学ぶことができるカフェ風になっています。 
1階にはセブ島でも一番おいしいと有名な洋食レストラン「スキレット」があり、そちらで朝食
を召し上がっていただけます。もちろんランチやディナーも楽しめます。

宿泊施設は4階から7階（7階はプレミアムフロアとなります）にあります。

最大4名のドミトリールーム、２つのベッドルームがあるツインルーム、完全個室の

シングルルーム、セブ市内の景色が楽しめるデラックス・シングルルーム、そして

内装に凝ったエグゼクティブルームと、お部屋は計76部屋、収容人数は最大

100人です。6階、7階のお部屋からは、海が見えるお部屋もございます。

7階のプレミアムフロアは特に、フロア全体で内装にこだわり、スタイリッシュで

落ち着いた雰囲気の中で英語学習ができる環境が整っております。

学 校
施 設
School faci l i t y

校舎

自習スペース

自習スペース

レッスンスペース①

レッスンスペース② 自習スペース

受付

レストラン

グループクラスルーム

宿 泊
施 設
Accommodation

デラックス・シングルルーム　※入口側

トイレ・洗面台・シャワールーム

シングルルーム

エグゼクティブルーム　※ベッドルームミニキッチン

ツインルーム

デラックス・シングルルーム　※ベッド側

ツインルーム

ウォーターサーバー

学校1階には洋食レストラン『スキレット』

※ポケットWi-Fiの貸出しは法人のお客様のみ
　となります。

※7階はそれぞれのお部屋に

　設置、4階~6階は各階1台

　設置しております。

空港から学校までは無料の
シャトルバスをご用意して
ありますので安心です。

※フライトスケジュールによって変更になる可能性があります。

※詳しくはご入学後にお送りする留学ガイドをご参照ください。

日本人オーナーの洋食店で、メニューも
日本人向けのものが取り揃えてあります。

営業時間
平日 7：00～23：00
土日11：00～23：00 ●MeRISE English Academy専用シャトルバス・・・・・日曜日のみ、1日3～4回

●ご予約はお申込後にお送りする航空券アンケートよりお申込ください。

夜はお酒の提供もございます。

ドミトリールーム

Premiu
m

Floor

エグゼクティブルーム　※ゲストルーム

No.1

ミ
ラ
イ
ズ
留
学

ミ
ラ
イ
ズ
留
学

学校内はFREEWi-Fiで
ネット環境も充実
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「ビジネス英語コース」、「基礎英語力完成コース」、「日常英会話
実践コース」、「各種試験対策コース」の４つのコースをご用意。そ
れぞれの学習目的・レベルに合わせて留学ができるカリキュラム
をご提供。また様々なバックグラウンドを持つ方 と々の人脈を形成
できる環境で刺激を受けながら留学生活を送ることができます。

目的に合わせた2つの学習プログラム

基本プログラム

５コマ 2コマ 1コマ 1～4人

マンツーマン グループ 自習時間 部屋人数

10コマ 1コマ～ 1人最大
※内

※1 自習時間は、マンツーマンのコマ数に合わせて決まります。

マンツーマン 推奨自習時間 部屋人数

Self study（自習）

Core Class A*（担任とのレッスン1コマ目）

Elective Class（選択レッスン）

General English

Lunch

Listening

Core Class B*（担任とのレッスン2コマ目）

Self study（自習）

Speech Communication Class

Current Event Class(時事問題)

Self study(自習)

スケジュール　【 月 - 木 】　※Classの順序は一例です

8:00-8:50

9:00-9:50

10:00-10:50

11:00-11:50

12:00-13:00

13:00-13:50

14:00-14:50

15:00-15:50

16:00-16:50

17:00-17:50

18:00-18:50

パーソナルトレーニングプログラムは「日本人英語トレーナーによ
る総合的学習プランのサポート」、「フルデザインのレッスンカリ
キュラム(1日最大10コマのマンツーマンレッスン)」で、より密度の
濃い英語学習環境をご提供するプログラムです。

パーソナルトレーニングプログラム

Self study（自習）

Core Class A*（担任とのレッスン1コマ目）

Elective Class（選択レッスン）

Speech Communication Class

Current Event Class(時事問題)

Lunch

Listening

Core Class B*（担任とのレッスン2コマ目）

Self study（自習）

Speech Communication Class

Current Event Class(時事問題)

Presentation→Graduation

スケジュール　【 金 】　※順序は一例です

8:00-8:40

8:50-9:30

9:40-10:20

10:30-11:10

11:20-12:00

12:00-13:00

13:00-13:40

13:50-14:30

14:40-15:20

15:30-16:10

16:20-17:00

17:10-18:30

Core Class A*（担任とのレッスン1コマ目）

Elective Class（選択レッスン）

General Speaking

Lunch

Group Class A（グループクラス1コマ目）

Core Class B*（担任とのレッスン2コマ目）

Self study（自習）

Group Class B（グループクラス2コマ目）

Current Event Class(時事問題)

スケジュール　【 月 - 木 】　※Classの順序は一例です

9:00-9:50

10:00-10:50

11:00-11:50

12:00-13:00

13:00-13:50

14:00-14:50

15:00-15:50

16:00-16:50

17:00-17:50

Core Class A*（担任とのレッスン1コマ目）

Elective Class（選択レッスン）

General Speaking

Current Event Class(時事問題)

Lunch

Presentation Class（プレゼンテーションクラス）

Graduation Ceremony(卒業式)

スケジュール　【 金 】　※午前中Classの順序は一例です

8:50-9:30

9:40-10:20

10:30-11:10

11:20-12:00

12:00-13:00

13:30-15:00

15:30-16:30

毎週金曜開催
プレゼンテーションクラス

実践力を鍛える英語でのプレゼンテーションクラスです。発表への参加は任意となります。テーマを決め、
ご自身でスライドと原稿を準備、練習のうえ、全生徒と先生の前で英語でのプレゼンテーションを行います。

ミライズ留学の効果を高める3つのポイント

学びたい内容や達成したい目標を十分にヒアリングさせていただき、個々人に合わせて組み立てるオーダーメイド型のレッスンを

実施しています。毎週レッスンプランの検証を行うことで、目標達成に向けて全力でバックアップ致します！

01
NO

週単位のPDCAサイクルで目的達成を徹底サポート

英語力を定量的に測るため、毎月レベルチェックを実施致します。また、各生徒のレベル・要望に応じた講師の配置や適切な教材が

見つかるマテリアルバンク（膨大な学習教材）が充実しており、初級者から上級者まで幅広いニーズに最大限対応致します。

03
NO

語学レベルに応じたメソッドにより効率的な学習が可能！

PLAN

DO

ACTION

CHECK

CEFR（※）を用いた習熟レベル判定

※CEFRとは、Common European Framework of Reference for Languagesの略称であり、語学レベルの指標を示す国際標準規格

日常生活における
極めて簡単なやりとり
ができる

TOEIC 200 点未満
IELTS 1.5～2.0 程度

A1

日常生活における
基本的なことがらに
ついて、簡単なやり
とりができる

TOEIC 200～350点
IELTS 2.0～4.0 程度

A2

社会生活での身近な
話題を理解し、自分
の考えとその理由を
簡単に表現できる

TOEIC 350～550点
IELTS 4.0～5.0程度

B1

社会生活での幅広い
話題について、明確
かつ詳細に自分の
意見を表現できる

TOEIC 550～750点
IELTS 5.0～7.0程度

B2

複雑な話題を理解し、
目的に合った適切な
言葉を用いて、論理的
な主張や議論の組み
立てができる

TOEIC 750～900点
IELTS 7.0～8.0程度

C1

いかなる話題であって
も容易に理解し、その
内容を論理的に再構築
して、微細なニュアンス
まで表現できる

IELTS 8.0程度

C2

学習した英語は実践の中で使えなければ意味がありません。当校では特に実践的アウトプットの充実に力を入れています。この

インプットとアウトプットの効果的な循環をコアティーチャー（担当講師）が全面サポート致します。

02
NO

インプットと実践的アウトプットにより「使うための英語」を習得！

情報のインプット

個々のニーズに応じて
カスタマイズされたマンツーマンクラス

実践的アウトプット

○毎週金曜日開催のプレゼンテーションクラス
○実際の場面を想定したロールプレイ

滞在中の英語力向上に向けて、担当教師がインプットとアウトプットの循環をサポート

生 徒 MeRISE English Academy

事前アンケート提出　※入学前 生徒情報の把握

レッスンプラン作成

レッスン内容検証

改善レッスンプラン作成

Weekly Feedback提出（レッスン評価）

改善されたレッスン（翌週より）

コンサルテーション（目標設定／ニーズヒアリング）　※初日

レッスン

※1日4時間までのマンツーマンレッスンもアレンジ可能です。
※ビジネス英語コースは就職前の社会人準備の大学生でも受講可能です。
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ビジネス英語コース

基礎英語力完成コース

本コースでは、リスニングとスピーキングの向上にフォーカスするために、まずは英

語の音の学習を中心に行っていきます。「聞き取れない、話せない」と言って「ひたす

ら聞く、ひたすら話そうとする」では、英語力はなかなか伸びません。そのため、「言

える（発話できる）ことは聞ける」という前提のもと、英語の音と文字の関係性、音の

リズム（アクセント）つながる音（リエゾン）を理解し、その上で音読練習を積み重ね

ることと、語彙力を伸ばしていくことで、まずは聞き取る力（リスニング力）を身に付

けます。また「単語⇒短文⇒文のかたまり」と少しずつ分かるところを増やしていき

つつ、簡単でも意味のある会話練習をしていくことで、最終的なスピーキング能力の

向上を同時に目指します。

少しでも聞き取れるようになりたい、
話せるようになりたい初級者の方向けのコース

本コースでは「Work Place Communication」を前提として、ビジネスシーンで

使える英語力を伸ばしていくことを目的としています。電話の受け答え・ミーティング・

商談・プレゼン・履歴書・ビジネスメールなど、ビジネスシーンで使う英語スキルを

身に付けていきます。同じ英語スキルでも、例えば、リーダーとしてミーティングを

開催する側、スタッフとして参加する側でなのか、それぞれの学習者の役割によって

使う英語が違ってきます。それぞれの学習者のビジネスシーンでの役割を見極め、

ニーズを把握したうえで、言い回しや表現などもそれぞれの役割にふさわしいもの

を選びながらレッスンを進めていくため、無駄なく一番使えるビジネス英語を伸ば

していくことができます。ビジネスパーソンとしてワンランクアップした英語力を身

に付けたい方におすすめのコースです。

ビジネスシーンで使える英語を
学びたい方向けのコース

日常英会話実践コース

本コースは、言われていることはわかるけど、自分の言いたいことがうまく伝え

られないという方のコースです。まずは自分のことを語れるようになる訓練から

始め、次に自分の身の回りの物やことがらについて話をする、そして、自分の好き

な分野（食事、旅行、スポーツ、映画鑑賞など）についての会話にしていくという3つ

の段階を踏むことで、徐々に自分の言いたいことが言えるようになる力を付けて

いきます。同時に中学英文法（基礎文法）のやり直しをすることで、言いたいことを

すぐに文にできる作文力を身に付け、ミスを少なくしつつ、自分の言いたいことを

英語で言える力を伸ばしていきます。

自分の言いたいことが言えるようになりたい方
向けのコース

各種試験対策コース

本コースでは、学習者が受検する各種英語試験への一番効果的な方法をご提案

し、講師がコーチとなってマンツーマンでレッスンを進めていきます。過去問等を

使いながら、自分の得意分野と苦手分野をしっかり把握し、バランスをとりながら

4技能それぞれを少しずつ高めていく方法で基礎英語力と点数の両方を同時に

向上していきます。

TOEIC, TOEFL, IELTS受検対策を
されたい方向けのコース

ビジネス英語

※上記の「業界・業種別」及び「スキル別」は代表的なものを挙げていますが、上記以外でももちろん対応可能です。

業界・業態別 スキル別

グローバルなビジネス環境に必要な言語表現や文章構成
の他、マネージメント・リーダーシップ・意思決定方法について
学習します。

Management

多国籍企業や国際的なビジネスのやりとりにおいて必要不
可欠なコミュニケーション・マーケティング・プレゼンテー
ション・ネゴシエーションに関する実践的な英語の演習を
行います。

Marketing

国際化が進む看護の分野で想定される日々のコミュニケー
ションや応急処置など、シナリオ別に必要な英語を包括的に
勉強します。

Nursing

医療関連分野で働いている学習者をターゲットに、シチュ
エーション別の医療用語や専門知識を英語で学びます。

Medicine

ホテル・サービス業等として遭遇しうる様々な状況を想定し
それに対応するための語彙・文法・フレーズの基礎的なトレー
ニングを行います。

Hotel&Hospitality

ビジネスEメールや文書における書式や言葉遣いの重要性と
ライティング能力を体系的に身に付けます。

Correspondence&Email

ビジネスシーンでも通用する、効果的で説得力のある英語
プレゼンテーション力を身に付けることを目的とした
モジュールです。

Presentation

ビジネスシーンにおける電話対応に共通する英語表現をカ
バーし、どのような場面でも自信をもって英語でコミュニ
ケーションできる能力を育成します。

Telephoning

交渉の場面における基本的な要素と状況に適した表現
能力を学び、シミュレーションを通じた実践的な交渉力を
身に付けます。

Negotiation

会議の計画からフォローアップまで、全ての段階を模擬ミー
ティング等を通じて、体系的に学ぶモジュールです。

Meeting

基本プログラム 基本プログラム

ビジネス英語中 級 初 級

初 級

発音

スピーキング

リスニング

フォニックス

コーチング マンツーマン

スピーキング

基礎英語

試験対策 TOEIC TOEFL IELTS

中 級 英会話

作文力

トラベルイングリッシュ上 級

プレゼン対策 英語ミーテイング
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ママ・パパは社会人専門講師によるマンツーマンレッスン、お子様には、こども英語専門の
講師が年齢に応じた英会話レッスンを。それぞれの英語漬けの体験ができます。

親子留学プログラム　レッスンカリキュラム概要

マンツーマンレッスン5コマ、グループレッスン2コマ、自習1コマ 各50分（金曜日は40分）

レッスン内容は事前にご提出いただいたアンケート内容を参考に講師が組み立てます。レッスンの中でリクエストしたいことがある時

には、適宜担当講師とご相談の上、レッスン内容をご調整ください。（英語での要望が難しい場合には、日本人スタッフがお手伝い

させていただきます。）

ビジネス英語、日常英会話、各種試験対策コースの3つより、いずれかを選択することができます。

基本プログラムママ・パパ向け

1日7時間マンツーマンレッスン+1時間自習学習 各50分（金曜日は40分）
レッスン内容は事前にご提出いただいたアンケート内容を参考に講師が組み立てます。レッスンの中でリクエストしたいことがある時

には、適宜担当講師とご相談の上、レッスン内容をご調整ください。（英語での要望が難しい場合には、日本人スタッフがお手伝い

させていただきます。）

1日4時間マンツーマンレッスン+3時間グループ学習+1時間自習学習 各50分（金曜日は各40分）
レベルに合わせ、4技能（リーディング・リスニング・スピーキング・ライティング）それそれに特化した

レッスンを行います。

中学生・高校生 1日8時間カリキュラム中学生以上向け「ミライズジュニアコース」

年長～小学生6年生 1日8時間カリキュラム小学生向け「ミライズキッズコース」

マンツーマンレッスンで
ママは集中して英語学習

POINT01

フィリピン人講師と一緒に
子どもたちも英語を楽しむ！

POINT02

たまにはママだけで
リラックスも！

POINT03

土日は親子で一緒に
リゾート地に出かけよう！

POINT04

①留学中だけではなく、留学前後の学習も含めて日本人英語トレー
ナーが徹底的にサポート。
②事前のレベルチェックテストやカウンセリングを通じ、留学前にカ
リキュラムをご提案。
③日本帰国後の通学型英会話レッスンあるいはオンラインレッスン
により、重要な帰国後の学習もカバー。

基礎からやり直すことで4技能を鍛えるカリキュラムです。

日本での実際の留学を想定したフィリピ
ン人講師による体験レッスン(希望者のみ)

01 体験型レッスン（希望者のみ）

Webアンケートによる自己評価ならびに
アンケートの実施

02 英語学習診断

＊リスニング、リーディング、ライティング
の３技能のオンラインテストの実施

03 オンラインレベル
チェックテスト（３技能＊）

（＊査定）フィリピン人講師によるテレ
フォンスピーキング査定の実施

04 スピーキングアセスメント＊

あなたに合った留学中の学習カリキュラ
ムの提案

05 学習カリキュラムのご提案

現地もしくは、メールでの日本人英語
トレーナーとのコンサルテーション

06 コンサルテーションおよびカリキュラムのすり合わせ

留学に向けた基礎学習を日本人英語
トレーナーよりアドバイス

07 留学事前学習サポート

日本人英語トレーナーによるいつでも
どこでもチャット相談サポート

08 チャットサポート

初心者～上級者に合わせカスタマイズ
カリキュラムの実施（上記⑥に沿った内
容で実施致します。）

09 最大10時間マンツーマンレッスン

英語トレーナー・英会話講師からのフル
サポート。英語学習の伸びや課題解決
を徹底サポート（＊予約制）

10 留学中の学習サポート

（＊進捗）お客様の目標に沿った技能別
進捗確認テストの実施

11 技能別プログレス*テスト(週次)

当校が独自で開発した４技能の進捗
確認テストの実施

12 ４技能総合
レベルチェックテスト（月次）

生徒の目標とする英語スキルにおける、
入学～卒業までの英語力向上の査定

13 技能別最終アセスメントテスト

姉妹校のミライズ英会話によるアフター
フォローレッスン(地域によってはオンラ
インレッスンとなります。)

14 帰国後のマンツーマンレッスン

英語学習について質問等あれば最大
5回のメールサポート(希望制)

15 帰国後のコーチング

留学＋英語学習サポートがパッケージとなったプログラムです。特徴は主に以下の3つ。

カリキュラム MeRISE English Academy独自のカリキュラムからレッスンを編成

サポートフロー 英語トレーナーが１５のステップであなたの英語力向上をトータルサポートします。

※一部サービスは事前申込が必要と
　なります。

※目的別に合わせ、同じカリキュラムを1日2コマ以上受講可能です。

Business
ビジネス英語

General
日常英会話

Speaking
スピーキング

Listening
リスニング

Writing
ライティング

Pronunciation
発音

Reading
リーディング

Multimedia
映像を使ったレッスン

Exam Preparation
テスト対策

Self Study
自習

入学申込

留 学

留学後

パーソナルトレーニングプログラム 親子留学プログラム

【使用教材】 Guess What American English Level 1-4

　　　　　 ・Longman Children Picture Dictionary　（留学前にレベル確認を行い教材をご購入いただきます。）

【備　　考】 小学生専用の学習スペースでレッスンは実施されます。レッスン開始終了時間は基本プログラムと同じです。

【使用教材】 Unlock  Reading and Writing Level 1-4

　　　　　・Word by Word Picture Dictionary 

　　　　　・Collins Cobuild Learner's American English Dictionary

　　　　　・American Accent Training: With Downloadable Audio 

　　　　　（留学前にレベル確認を行い教材をご購入いただきます。学校の成績等を確認させていただきます。）

【備　　考】 8階のレッスンスペースでレッスンは実施されます。事情により、お部屋でのレッスンになる場合もございます。

　　　　　レッスン開始終了時間は基本プログラムと同じです。
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ミライズ留学　体験談

清水リサ 30歳 / フリーランス   

日常英会話実践コース

セブ島留学は思っていたよりもすごく身近に感じました。

海外留学と聞くと留学に興味があっても勇気が出なかったり、腰が重かったりしますよね。

でも日本からセブ島は直行便で4～5時間で行くことができますが出来ますし、1週間から

セブ島留学することが出来ます。また日本人はシャイな性格の人が多いですが、フィリピン人は

皆気さくで明るいので、英語慣れしていない人であっても英語が話しやすい相手だと思います。

実際に留学してみて、セブ島留学は英語初心者にピッタリだと感じました。

Ally Huang 22歳 / マーケティング   

ビジネス英語コース

英語嫌いを克服！
日本で1年半英語学習したあと、2週間のセブ島留学！

井上薫平 27歳 / 外資系リサーチコンサルタント  

ビジネス英語コース

ミライズ留学に3週間に来てみて思うのは、ビジネスに特化してオーダーメイドでレッスンを

作ってくれるのは、他の語学学校にはない魅力的な特徴だなということです。

特に仕事上で英語を使う必要があったり、ゆくゆくは英語を使うことを視野に入れたいと

思っている方にはぜひミライズ留学をオススメしたいと思っています。

また校舎が2019年4月末に移転してフルリニューアルしたため、とても綺麗でした。長期滞在

の人にもピッタリです。それに加えて朝食が毎日ついてるのはとても嬉しかったです。

徹底したオーダーメイドレッスンでレベルアップ！
たくさん学べたセブ島留学！

ミライズ留学で学んだことで、自分の英語力が今までより高くなったと感じています。

先生方がベストを尽くしてレッスン準備をしてくださり、私のためにカスタマイズしたレッスンを

してくれたおかげです。ミライズ留学に来るまでは、仕事上でなかなか自分の言いたいことが言えず、

カジュアルすぎる表現になることが悩みでしたが、

留学後は、ビジネスシーンでのきちんとした表現にも自信がもてるようになりました。

宿泊施設などの学校環境の快適さもミライズを選んだ理由の一つです。

台湾からの留学生の実感
スキルアップできたセブ島留学

畠山 知奈美 35歳 / 看護師

パーソナルトレーニングプログラム

私は本当に英語初心者だったので、ミライズ留学に来てよかったと思っています。

全てマンツーマンレッスンなので、自分のペースで進められたおかげで伸びを感じられました。 

特に住空間が素晴らしかったです。2019年4月末に校舎が移転してフルリニューアルしたため、

部屋はもちろん綺麗ですし、レストランもおいしかったです。

学校の周りも治安がとても良く、女性の私でも全く不安なく生活できました。 

今、英語やセブ島での生活に不安のある方は、ミライズ留学をお勧めします。

不安でいっぱいだったが、
パーソナルトレーニングプログラムで英語を楽しめるようになった

MeRISE English Academyでのセブ島留学！
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留学の流れ

問題ございません。当校にご入学いただいている方の
多くは、英語初心者からのスタートですのでご安心くだ
さい。初心者でも安心して留学いただけるよう、毎日最低
5時間のマンツーマンレッスンを設けております。

英語初心者ですが、大丈夫でしょうか。

当校では全生徒が自身の目標に到達できるよう、以下の仕組みを導入しております。
①コアティーチャー制度
各生徒に対して、1名ずつ主担当講師を配置致します。この主担当講師は、
生徒の英語力向上に責任を持ち、各々のご要望に応じたレッスンプランを組み立てていきます。
②週次でのフィードバック制度
ご滞在中、生徒には週次で各クラスの評価をしていただきます。
それに基づいて、迅速にレッスン内容の改善を図ってまいります。。※2週間以上滞在の方のみ
③コンサルテーション制度
ご希望に応じて、フィリピン人教務マネージャーもしくは日本人現地スタッフとの
コンサルテーションの場を設けております。レッスン内外のご相談に対して、親身に対応させていただきます。

本当に英語力が伸びるか心配です。

当校より徒歩5分程度の場所に、総合病院がござ
います。こちらは日本人スタッフも常駐しています
ので、安心して診療いただくことが可能です。無保
険での診療代は高額になることがありますので、
海外旅行保険に加入されることをお勧め致します。

学校近くに病院はありますか。

もちろん可能です。インターネット環境には特に
配慮しております。当校ロビーでの利用はもち
ろんのこと、各階Wi-Fiを完備しております。

インターネットの利用は、
宿舎内で利用可能でしょうか。

1階レストラン「スキレット」をご利用ください。
平日は朝食がサービス、昼食・夕食は有料で召
し上がれます。営業時間は平日7:00-23:00
です。

宿舎内レストランの
利用について。

ミライズ留学FAQ

Q.
A
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A

Q.
A

Q.
A
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A

ミ
ラ
イ
ズ
留
学

ミ
ラ
イ
ズ
留
学

19 20



02オーダーメイドのマンツーマンレッスン
先生と1on1だから費用対効果が高い

ミライズ英会話が他の学校と圧倒的に違う点それが

あなただけのオーダーメイドのマンツーマンレッスンが

受けられるという点です。

グループレッスンよりも費用対効果の高いマンツー

マンが、あなただけの苦手ポイントや伸ばしたい

能力に合わせた世界に１つだけのものになり、更なる

英語力向上に繋がります。

01教えるプロ！

質の高い英会話レッスンをご提供するためには「講師の質」が最も重要と考えま

す。英語の専門講師だからこそ高い満足度を実現することが可能です。当校の講師

は国際的に認められた英語のティーチング資格であるTESOLを全員が所有して

います。英語の指導法を学び、実践できる本物のプロの講師陣です。在籍の生徒

から講師への満足度も高く評価いただいています。

在校生データ

先生全員が国際的に認められている
ティーチング資格を持つ

ミライズ英会話 5つの特徴

英会話のある生活を、もっと身近に。
ミ
ラ
イ
ズ
英
会
話
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男女比 57%43%

男性 女性

通学者の男女比はほぼ半々で、ビジ
ネス英語や日常英会話等様々な目的
でご通学いただいております。

超初級者 初級者 中級者 上級者

多くの方が初心者もしくは初級から
のスタートとなるため、英語に自信が
ない方でもご安心ください。

在校生の平均年齢が高いことが当校
の特徴です。40代以上の方でも安心
して通っていただけます。

20代 30代 40代 50代 60代

英語レベル

22%

42%

24%

12%

年代比

26%

41%

25%

7%

1%



05

0404

英会話学校でネックになるのは忙しくなって通えなくなって

しまう、というコストのロスではないでしょうか？当校の予

約システムは「校舎」「レッスンの日時」「講師」を専用サイト

で瞬時に予約、変更が可能です。ポイント制を導入している

ので、忙しくなった日のキャンセルや校舎の変更もでき、

お金の無駄を防ぐことができます。

国内での通学、オンラインレッスンに合わせ、セブ島

留学コースもあるので、国内で勉強したレッスン内容、

これまでの学習履歴などはシームレスに引き継がれ

無駄のない英語学習が実現できます。

英語は継続的な学習が必要です。そのために私たちは

通い続けられる価格の実現が最も必要だと考えています。

講師やレッスンの質を高めながら、レッスン価格の最適化を

私たちはいつも目指しています。

学びやすい安心のシステム
通いやすい予算&ポイントシステム

03
高いコストパフォーマンス

通い続けられる価格の実現！

他社平均価格

マンツーマン50分授業（自社調べ）

ミライズ英会話
約5,000円
お得な価格！

4,000円~
9,333円
3社平均

（千円）

選べる3つの総合学習環境

ベストな学習環境

スクール オンライン 留学

ミライズ英会話 5つの特徴
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ご希望に応じてTO E I C 等の試験対策も可能です。

レベル1、2、3
（初級～初中級者向け：CEFR A1～B1程度）

まずは英語の基礎力（聞く、読む、書く、話す）から身に

付けたいと思っている方向けのコースです。「自分で言

える音は聞こえる」という法則のもと、アルファベットそ

れぞれの音と文字と音の関係性を学ぶことで、発音（ス

ピーキング基礎）とリスニング力を身に付けると同時

に、語彙力と自分で作文する力を強化していき、4技能

の基礎力完成を目指します。

レベル基礎、実践、応用
（中級～上級者向け：CEFR B1～C2程度）

ビジネスで英語を使うことを考えている人におすすめの

コースです。会議運営・交渉・面接のロールプレイやディス

カッションのみならず、実際に使用するシーンを想定した内

容でレッスンを進めていきます。仕事で英語を使う予定の

ある方やすでに使っている方におすすめのコースです。

それぞれの分野で活躍する社会人（オトナ）向けの英語

力アップのための実践コースです。ワンランク上のコミュ

ニケーション能力を英語で身に付けたい方、好きな分野

の雑誌や本を原文で読んだり、英語を字幕なしで見たり

したいと思っている方向けにおすすめのコースです。

レベル基礎、実践、応用
（中級～上級者向け：CEFR B1～C2程度）

ビジネス英語コース

日常英会話実践コース

基礎英語力完成コース
Basic English

Business English

English for Communication

マンツーマンレッスンがとにかく安く、英語が

話せるだけの先生ではなく”教える”という「先

生としての教育」をきちんと受けた、国際的に

認められたティーチング資格であるTESOLを

所持した先生が対応します。

高 品 質 低 価 格
他社の
平均的な
価格より 約 円

お得！

〈 選べる 2 つ の 通 学スタイル 〉
ミライズ英会話ではライフスタイルや予算に合わせて通学できるように、

一括プランと月額プランの2つの通学スタイルをご提供しております。

ご自身の通学スタイルに合わせてプランをお選びください！

一括プラン 月額プラン

回～
円

回～
円

円

円

円

A社 B社 C社

料金プラン

自社調べ

（税抜き価格）

約

円

コース紹介 ミライズ英会話では、学習目的に合わせた
3つのコースを選択いただけます。
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もちろん、大丈夫です。ほとんどの方が英会話は初めてで
いらっしゃいます。学生のときに学んだ英語も、普段使わ
ないと忘れてしまうものです。ご自身のレベルに合わせ
てレッスンを受けていただけますのでご安心ください。

初心者でも大丈夫ですか？Q.
A

月額制の最短3か月から受講可能のコースがご
ざいます。もしくは姉妹サービスのミライズ留学
にて、1週間から短期集中で英語学習をすること
が可能です。

短期コースはありますか？
もちろんリクエスト可能です。レッスンご予約時にリク
エストしていただくことができます。どのような英語を
使用するかは、時と場合によって異なりますので、仕事
でのプレゼンテーションやスピーチの練習から、海外旅
行前の旅行英会話まで、リクエストをいただければ
幅広く対応させていただきます。

レッスン内容を
リクエストできますか？

まずは無料体験レッスンにご参加ください。
ご希望をこちらで詳しくお聞きし、ご不安な点
をクリアにしていただいてから、ご入学を検討
いただけます。お申込み方法は、ホームページ
上の無料体験レッスン申込フォーム、もしく
はお電話にて承っております。

入学までの流れを
教えてください。

はい。もちろん可能となっております。それぞれ
のニーズに合わせて、その都度カリキュラム
を変更いただくことが可能です。その際に
使用する教材テキストは別途ご購入いただ
いておりますので、その点ご了承ください。

途中でカリキュラムの
変更はできますか？

マンツーマンとなっております。一人ひとりに
合わせたカリキュラムをご用意致します。

レッスンスタイルは
グループですか？マンツーマンですか。

1回のレッスン時間は50分です。

1回のレッスンは
何分ですか？

入学金は32,400円です。

入学金は
ありますか？

ポータルシステムよりミライ
ズ英会話全校のレッスンを
ご予約いただけます。

転校できますか？

営業時間を教えてください。

【上野校】
〈平日〉12:30～21:30
〈土日〉10:30～19:30

【上野校以外】
〈平日〉13:00～22:00
〈土日〉10:00～18:50

オンライン上でご予約いただけます。時
間・校舎・先生を自由に選んでいただく
ことができます。先生が変わったとして
も、毎回のレッスンログが残っていますの
で、レッスン内容は引き継がれます。

Q.
A

A

Q.

レッスンの予約の取り方を
教えてください。Q.
AQ.

Q.Q.

Q. Q.

Q.
Q.

A

A

人それぞれ個人差があるため、
一概には言えませんが、週1～2回、
半年間継続し、35回のレッスンで
CEFRレベルが1つ上がるカリ
キュラムとなっています。

どのくらい通えば
上達しますか？

Q.
A

A

A

A

A

A

ミライズ英会話FAQ

ミライズ英会話

新宿西口校
新宿駅 徒歩8分
西武新宿駅 徒歩6分
新宿西口駅 徒歩4分

ミライズ英会話

渋谷校
渋谷駅JR新南口徒歩2分
東京メトロ16b出口徒歩3分

ミライズ英会話

新宿三丁目校
新宿三丁目駅徒歩3分
新宿御苑前駅徒歩4分

ミライズ英会話

上野校
新御徒町駅徒歩1分
稲荷町駅徒歩7分
御徒町駅徒歩10分

ミライズ英会話

池袋校
池袋駅西口 徒歩3分

ミライズ英会話

銀座校
東銀座駅徒歩4分
銀座駅徒歩5分
新橋駅徒歩11分

ミライズ英会話

横浜校
横浜駅西口徒歩5分

ミライズ英会話

八重洲校
東京駅八重洲口徒歩9分
銀座線京橋駅6番出口徒歩2分
浅草線宝町駅A7出口徒歩5分

レッスンは全てマンツーマンの個別指導

で日常英会話、ビジネス英語、発音矯正、

就職対策、各種試験対策等、幅広いレッスン

内容でご提供しております。

Nice先生 Jami先生 Ericka先生

Shane先生 Razel先生 Mau先生

Jilai先生 Mars先生

スクール一覧

入会後、

ライフスタイルに合わせて

どの校舎にも通える。

ミ
ラ
イ
ズ
英
会
話

ミ
ラ
イ
ズ
英
会
話

27 28



ミライズ英会話　体験談

永島 淳子 30代 / チアリーダー  

日常英会話実践コース

ミライズ英会話は元気で優しい先生が多いので、楽しく気軽にレッスンに通えます！レッスンでは日常英会話は

もちろん、恋愛トークをすることもあります(笑)。何かを言い間違えても「この英単語を知ってたことがすごいね！」

と褒めてくれます。日本人は英語を言い間違えると恥ずかしがる人が多いですが、上手にフォローしてくれる先生が

たくさんいるので安心して通えます。また駅から近くて通いやすいですし、教室もとてもオシャレで、自習スペースも

あるのでレッスン前後に予習復習ができます。英語学習に集中できる環境はとてもいいと思います！

英語は世界の共通言語ですし、今や英語を話せることは普通だと思います。最近は翻訳ソフトも充実していま

すが、会話においてはやはり自分の言葉で伝えることが一番大切だと思います。ミライズ英会話ではレッスン

を自分に合ったシチュエーションややりたいことを自由にカスタマイズしてくれるので、きっと充実した英語

学習ができると思います。是非ミライズ英会話で一緒に頑張りましょう！

日常的なことから恋愛の話まで、
好きな先生と楽しく英会話！

塚本 さき江 40代 / 美容関係

基礎英語力完成コース

朝礼が英語！？
転職後に英語学習スタート

山田誠　40代 / ソフトウェア会社

ビジネス英語コース

夢は10万人規模の舞台で英語の
スピーチをすること！

これまでは英語を使用する機会がなかったのですが、転職した際に英語

を使わざるをえなくなったため、ミライズ英会話に通い始めました。学生

時代から英語はあまり好きではなく、英語に対して苦手意識を持ってい

ました。そのためミライズ英会話に通い始めた当初は、英語で話しかけら

れると委縮していました。ですが、数か月続けた結果、今ではだいぶ慣れ

て英語を話せるようになり、会社の朝礼が英語なのですが、入社当時よ

りもかなり聞き取れるようになりました。そして今では、インターナショナ

ルパーティーに自分から積極的に参加し、外国人の友達もできました！

※ミライズ英会話は、2019年4月9日に「START-UP ENGLISH」からブランド変更致しました。

ミライズONLINEスクール概要

セブ島にいる講師のレッスンを
オンラインを通じて日本でも受けられる！

留学前でも
後でも！

スクール名 ミライズONLINE

1コマ50分

日本時間【一部】10：00～21：50
【定休日】土日、フィリピンの祝日

【教材レッスン・発音レッスン・
 Web記事レッスン・フリートーク等】

レッスン内容

開講時間

卒業生の皆様の声から生まれた
オンライン英会話 

多くの卒業生の皆様からミライズ留学のオン
ライン英会話を作って欲しい！という声にお応
えしましてミライズONLINEは生まれました。

セブ島で実際に教えている講師
が授業を担当

MeRISE English Academyでレッスンを行なっ
ている講師がオンラインでもレッスンを担当する
ことで、セブ島と変わらないクオリティのレッスン
が受講可能。当校での講師陣の実力は卒業生か
らも非常に高い評価をいただいております。

講師を選んでレッスンが受けられる

留学中に担当した講師を選択し、留学の時に
行っていたレッスンを継続できるのも魅力の一
つ。オンライン英会話にありがちな講師による
クオリティのばらつきの心配がございません。

卒業生のデータを把握

卒業生の方は、留学中のレッスン内容や職業、
弱点、ニーズ等を把握しているので一人ひとり
に合ったレッスンをご提案させていただきま
す。また、初めてミライズONLINEをご利用さ
れる方もコンサルテーションを行い、要望や
ニーズを細かく把握し、レッスンをご提案させ
ていただきます。

生徒のニーズに応えるオーダー
メイドレッスン

ミライズ留学の代名詞と言えば「オーダーメイ
ドレッスン」。教科書に沿うだけではない、臨機
応変なニーズ適応力は、当校講師陣だからこそ
実現できるレッスンとなっています。

レッスン時間は現地と同じ50分

他のオンライン英会話は短時間でレッスンを終
わるところ、ミライズONLINEはセブ島や日本
校と同じ1レッスン50分なので、途中で終わ
ることなくしっかりとレッスンを受けることが
できます。
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