≪コース料金に含まれるもの≫

グループコース（全てのレベル）
コースタイプ

一般グループコース

レッスン数/週

20

一般グループコース＋
集中レッスン 1 ユニット

24

(午後レッスンは週 2 日)

一般グループコース＋
集中レッスン 2 ユニット

28

(午後レッスンは週 4 日)

コース期間

1 週間あたりの料金

授業、レベルチェックテスト、修了

1,2 週間

€210

証、セルフカフェ、フリーインター

3～8 週間

€200

ネット

9～12 週間

€175

13 週間以上

€165

1,2 週間

€262

3～8 週間

€248

9～12 週間

€219

13 週間以上

€205

1,2 週間

€314

3～8 週間

€296

9～12 週間

€263

13 週間以上.

€245

ご希望に合わせて、いろいろな組
み合わせが可能です。お見積りも
いたしますので、お気軽にＪＩＣ
までご連絡ください。

注意：これらのコースは、年間を通して、すべての月曜日から開始します。ただし、入門コー
スのみ、以下の開始日に限定されます。
1 月 3 日、2 月 7 日、3 月 7 日、4 月 4 日、5 月 2 日、6 月 6 日、7 月４日、8 月１日、
9 月５日、10 月３日、１０月３1 日、11 月 2８日
＊集中レッスンは以下の７タイプから選べます。週 2 日で 4 レッスンを行います。
・文法（火・木 レベルは問いません） ・ビジネスロシア語（火・木

入門レベル不可）

・会話（水・金 レベルは問いません） ・旅行ロシア語（水・金 入門/上級レベル不可）
・19 世紀文学（火・木）、20 世紀文学（水・金）（入門/上級レベル不可）
・ロシアのマスメディア（火・木 入門レベル不可）

TRKI テスト準備コース（全てのレベル）
コースタイプ

レッスン数/週

コース期間

料金

4 週間

€1400

（一般グループコース 4 週
間 ＋ 小グループ 3 週間）

＋

コンビネーションコース
（一般グループコース 20
＋ 小グループレッスン 10

30

テスト料金

注意：テストはコース 4 週目のうち 2 日間、午後に行われます。このコースは、以下の開始日
に限定されます。
1 月 3 日、2 月 7 日、3 月 7 日、4 月 4 日、5 月 2 日、6 月 6 日、7 月４日、8 月１日、
9 月５日、10 月３日、１０月３1 日、11 月 2８日

学校の住所は、
Troitskij pr.6
および Fontanka emb.,118 です。
市内中心部にある
地下鉄 Tekhnologicheskiy Institut
駅が最寄り駅です。
お申し込みの際には、ジェーアイシー旅
行センター㈱発行のパンフレ
ット「いつでも行ける短期プ
ライベート研修」の P14-15
研修旅行条件書を（手配旅行）
を必ずお読みください。

宿泊施設
宿泊施設の種類

料金

追加滞在（１日）（４日以上＝１週間）

食事は 1 日 2 回

€235（1 週間あたり）

+ €34

食事は 1 日 1 回（朝食のみ）

€195（1 週間あたり）

+ €28

一人部屋

€200（1 週間あたり）

ドミトリー(複数人数での共有)

€160（1 週間あたり）

ホームステイ、一人部屋

共同アパート、食事なし

－

ホテル「デルジャーヴィン」、食事なし

一人部屋

お問い合わせ下さい。

その他ホテル等

－

お問い合わせ下さい。

注意：レッスンは月曜日に始まり金曜日に終わりますので日曜日の到着をお勧めします。ホームステイの宿泊料金にはシーツ代や週 1 回の軽
い衣類洗濯サービスが含まれています。夏場などの混雑期には、一家庭に複数の学生がホームステイをすることもあります。その場合でもお
一人部屋をご用意いたします。

トランスファー

コース登録料金

到着時の「空港、列車駅－宿泊先」
間の片道送迎。帰国時の送迎につい
ても同料金にて手配可能です。

料金
€40

ビザ取得必要書類発行料金、初回の滞在登録料金（2 回目以降は別
途料金）、ウェルカムパッケージ、最初のコースの教材、学生証、
週に一度の無料アクティヴィティが含まれます。

料金
€90

到着と授業の開始

全てのコースは月曜日から始まります。サンクトペテルブルグのご到着は日曜日が基本です。
登校初日はレベルチェックテストを行いますので、8:45 までに登校していただきます。

遅れての到着、コース期間中の
欠席

授業を欠席された場合の振替授業は行われません。

授業時間

授業時間は４５分です。一般コースは 9:30-12:50、集中コースは 9:30-15:15 です。

年齢条件

全コース１6 歳以上。16-17 歳の方の滞在はホームステイに限ります。

ロシアの祝祭日

以下のロシアの祝祭日には全ての授業が休講になり学校内に入ることも出来ません。下記の祝祭日で授業日
数が減る場合、その分の授業料は差し引きます。：1 月 1 日、7 日、2 月 23 日、3 月 8 日、5 月 9 日、
11 月 4 日、12 月 26～31 日

授業の変更

コース開始後のキャンセルや延期はできません。お客様のご都合でキャンセルになった場合、授業料のご返
金は致しかねます。またデルジャーヴィン・インスティトゥートには、暴動、ストライキ、戦争などが起き
た場合に授業プログラムを適当なものに変更する権利があるものとします。

グループコース

グループコースの平均人数は 6 名、最大 10 名です。事前の筆記テストを提出しなかった場合、また申込時
に申告いただくロシア語レベルや、テスト結果が実際のロシア語レベルと明らかに異なると判断された場合、
学校から 15 レッスン以上の追加個人レッスン受講（要追加料金）をお願いする場合があります。

アクティヴィティ

デルジャーヴィン・インスティトゥートは語学プログラムのほか、あらゆる文化プログラムを提供していま
す。週末には、サンクトペテルブルグ郊外を訪れるエクスカーションも行っています。（料金別途）

90 日を超える長期研修

ロシアビザは最大 90 日間となっています。90 日を超える研修をご希望の場合は、ロシアビザ失効前に一度
ご出国いただき、母国またはロシア隣国でロシアビザを再取得したうえで研修を続けていただきます。

授業・宿泊料： 請求書発行日の TTS（電子売相場）+5 円で計算し、日本円でのご請求となります。
取扱手数料： お１人様 16,500 円（税込） ※通信費、送金料等経費込
査証代： 査証代実費（お申込内容による）、査証取得代行手数料 5,500 円（税込）
航空運賃： 別紙、航空運賃表をご参照ください。

出発希望日の１ヶ月前までに下記の書類をご送付ください。
研修期間が４週間を超える方は２ヶ月前までにお申込みください。
１）研修申込書（JIC 所定の用紙・写真貼付）
２) パスポート（帰国日＋６ヶ月の残存期間・見開き２頁の空白ページがあること）
３) 写真１枚（４.５cm×３.５cm／スピード可。白黒不可。）
４) お申込金（３０，０００円）※お申込金は、請求額から差し引きます。

お申込金の振込先：
三菱 UFJ 銀行
普通

四谷（ヨツヤ）支店

０８０２４０９

ジェーアイシー旅行センター株式会社

＊本パンフレットは 2021 年 10 月 18 日の情報に基づくものです。
現地受入機関より予告なく変更になることがあります。

プログラム・手続き代行手配旅行会社

ジェーアイシー旅行センター株式会社

●東京本社
160-0022 東京都新宿区新宿 1-10-5 岡田ビル 6F
TEL:03-3355-7295／FAX:03-3355-7290

https://www.jic-web.co.jp

●JIC 大阪ロシア留学デスク
〒540-0012 大阪市中央区谷町 2-7-4 谷町スリースリーズビル 7F
TEL:06-6944-2341／FAX:06-6944-2318

E-mail: jictokyo@jic-web.co.jp

