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〒530-0001 大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 6F

株式会社毎日エデュケーション　海外留学サポートセンター

カジャ
カジャ！韓国行こう、行

こう！

가자가자 한국!

韓国個人留学
留学サポートサービスのご案内

ソウル・プサン
現地サポートデスク

韓国留学・
最新学校情報

Vol.5 韓国個人留学
サポートサービスのご案内

毎日エデュケーション 海外留学サポートセンター（毎日留学ナビ）

毎日エデュケーション韓国留学サポートは、留学計画の段階から出発、留学生活中まで、
韓国留学に必要な手続きサポートと情報提供、そして留学してからも現地サポートスタッ
フがみなさんに寄り添い、充実した留学生活を過ごしていただくためのお手伝いをご提供
いたします。わからないこと、不安なことなど、専門の留学カウンセラーに相談しながら
一緒に留学準備を進めてまいりましょう。

東京オフィス（竹橋）／大阪オフィス（梅田）
【営業時間】月～金・第１・第３土曜日 10:00～18:00
※18:00～20:00 イブニングカウンセリング対応可能

フリーダイヤル
東京 0120-655153／大阪 0120-952295
ご来店の際は必ず事前予約のうえお越しください。
カウンセラーが不在にしていたり他のお客様の対応などでご対応できないこともございます。

毎日エデュケーション 留学カウンセリングルームのご案内

東京オフィス

http://ryugaku.myedu.jp

メールでの問い合わせ、来店・電話カウンセリング、説明会のご予約申込みはこちらから

きっと見つかる！毎日エデュケーションにできること

パソコン、
スマホからも
お気軽に！

●留学計画のお手伝い●

みなさんのご希望に沿った学校選びや滞在
先選び、留学予算に合った留学計画のご提
案など、留学準備の段階から専門カウンセ
ラーと一緒にみなさんの留学実現に向けて
準備してまいります。

▶無料留学カウンセリング
▶各種留学説明会の開催
▶資料送付、概算書作成など

●入学手続きサポート●

各学校により異なる入学申請書類の案内は
もちろん確実に入学手続きを完了させるた
め、各学校スタッフと連絡を取りながら間
違いのないようしっかり手続を行います。

▶入学申請書類案内
▶申請代行、入学可否確認
▶入学許可書などの書類取り寄せ

●滞在先探し／手配のサポート●

留学生活の満足度は滞在先の良し悪しに大
きく影響します。当社ではできるかぎり、
みなさまの御要望に沿った滞在先探しや手
配を行うよう努力しております。

▶滞在先事前手配
▶ワンルーム手配サポート
▶ホームステイ手配
▶事前下見同行サポート

●学費送金や支払い代行●

授業料の支払い、滞在費用の支払いなど、
はじめての経験の方も多い外国送金手続き
を代行いたします。キャンセルや途中帰国
による返金手続き代行、また現地渡航後に
発生するウォン振込などもお任せください。

▶外貨送金手続
▶現地ウォン支払（振込）代行

●渡航手続やビザ取得サポート●

航空券手配やご家族同行時などのホテル手
配などのお手続きもお任せください。また
学生ビザ申請のための必要書類のご案内や
ビザ申請方法などもアドバイス致します。

▶学生ビザ申請案内
▶航空券予約、ホテル手配など

●現地生活サポート●

留学生活がスタートするといろいろな手続
きが待っています。ソウル・プサンの現地
デスクでは必要に応じて様々なサポートを
提供いたします。

▶布団事前購入
▶外国人登録サポート
▶銀行口座開設同行
▶荷物預かり、同行通訳サポート等

毎日エデュケーションでは、東京オフィス・大阪オフィスに常駐専門カウンセラーがみなさんからのご相談やご連絡をお待ちして
います。直接ご来店できる方は【来店カウンセリング】、遠方やお時間がない方は【電話カウンセリング】などを活用して、留学準備
をスムーズに進めていきましょう。毎日留学ナビのウェブサイトからは、お問い合わせフォームを使ってメールでのご質問やご相
談も可能です。思い立ったらすぐカウンセラーにご連絡ください。

わからないこと、知りたいことがあれば、直接専門カウンセラーに連絡しよう！

大阪オフィス

地下鉄東西線「竹橋駅」真上（駅直結）、
地下鉄各線「神保町駅」徒歩7分
営業時間：10:00-18:00／月～金、第1・3土曜

（上記以外の土・日・祝祭日定休）

東 京 カウンセリングルーム

〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル9F（毎日新聞社ビル）

T E L 03-6267-4188
FAX 03-3215-8293

フリーダイヤル：0120-655153

● このパンフレットでご紹介していない、パッケージ型の短期留学もご案内しております。●

短 期 留 学 を ご 検 討 の 方 も お 気 軽 に ご 相 談 下 さ い 。

短期語学研修
プログラム

毎年春休み・夏休み時期の1～６週間
で行われる短期コース

社会人
集中講座

毎年ゴールデンウィーク・お盆・秋休み・
年末年始に企画している5日間からの
プチ留学コース

フリーダイヤル：0120-952295
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-5-6
桜橋八千代ビル6F

T E L 06-4797-7807
FAX 06-4797-7808

カウンセリングルーム大 阪
地下鉄四ッ橋線「西梅田駅」10番出口より徒歩3分
営業時間：10:00-18:00／月～金、第1・3土曜

（上記以外の土・日・祝祭日定休）

にアクセス！

http://ryugaku.myedu.jp

資料請求やお問合せ・
お申込み＆無料カウンセリング・
説明会のご予約はこちら！

株式会社毎日エデュケーション　海外留学サポートセンター

まずはじっくりカウンセラーにご相談ください。

無料留学説明会・カウンセリング実施中

カウンセリングは事前予
約制となっております。（お
電話・弊社ホームページから
ご予約ください）

各大学パンフ
レットもご用意。
閲覧可能です。

ご遠方の方やお忙しい方は、
電話カウンセリング・
メールカウンセリングも
承っております。

パソコン・スマートフォンから

当
社
使
用
欄

コード 申込金

最終案内 担当 手配 所属長INPUT 資料送付 申込金受領

（出発前に住所変更の予定　□有　□無）

（←パスポートと同一）

都道
府県

毎日エデュケーション 韓国留学申込書 及び 同意書
個人留学サポートサービス

ここにご記入いただく個人情報のお取り扱
いについては、こちらをご参照ください。

氏

名

現
住
所

所

属

先
渡
航
中
の
日
本
連
絡
先

ローマ字

カタカナ

連絡可能なE-MAILアドレス
希望するおもな連絡方法

職業　□学生　□会社員　□（ ）

□E-MAIL □電話（ □携帯 □自宅 □会社）　□郵送 □FAX □その他（ ）

勤務先・学校名

電話

◆手続をご依頼されるもの ◆滞在について（裏面の希望書も記載してください）

◆その他下記にもお答えください

□下宿　□コシテル（コシウォン）
□大学寮（□1人部屋 □相部屋）
□ホームステイ　□マイエデュワンルーム
□ゲストハウス　□レジデンス　□ホテル
□シェアハウス　　名称（ ）

□入門  □初級  □準中級  □中級  □準上級  □上級

韓国語を学んだ機関／学校名とその年数や頻度をお書き下さい
□機関名：（ ）
□学習期間：（ ）　年　・　ヶ月　　
□学習時間：週（ ）時間程度

□韓国語能力試験（TOPIK） 級　
□KLAT（旧KLPT） 点
□ハングル能力検定試験   級

□ 月　　日～　　月　　日
□学校の日程に合わせてお任せする
□未定（後日相談）

氏名 住所

電話 － － 携帯電話 － －続柄（ ）

－ － FAX － －

最終学歴（または在籍学校名）

連絡　□可　□不可

大学 学部 学科
高校

年 月卒業　（ 年生在学） ・ 中退

〒 -

漢　　字

婚姻　  □既婚　□未婚性別　  □男　□女

国籍

電話

（ 様方）

FAX

携帯電話

－ －

－ －

－ －

生年月日(西暦) 年　　月　　日 歳

〒 -

旅券（パスポート） No なし→　　  月　　  日　申請予定発行年月日　　  年　　  月　　  日

◆通信欄

手配
滞在先

滞在
期間

韓国語
レベル

語学
学習暦

検定
試験

□インターネット　□当社のお客様の紹介　□友人・知人
□学校の紹介　□Twitter   □Facebook
□設置パンフレット　□雑誌広告　□その他（　　   ）

当社を
知った
理由

03-3215-8293東京
06-4797-7808大阪

下記お読み頂きご署名下さい
私は本プログラムについて、毎日エデュケーション留学申込条件（サポートサービス約
款）に同意し、留学先研修機関が定める遵守事項に従うことを約束します。　

◆20歳未満の参加者の方◆
毎日エデュケーション留学申込条件（サポートサービス約款）に同意し、保護者の責任のも
と参加者に諸規則を守らせることを約束し、違反した場合もしくは従わない場合には保護
者責任において即時帰国させることを約束します。また参加者の故意・過失により留学期
間中に起こった事故・法的措置・経済的責任等については、いかなる場合においても当社な
らびに現地サポートスタッフ、受入機関、滞在先等に対し免責とすることを保証します。

基本サポートサービス（ひとつお選びください）
□入学申請・滞在手配パック（学生ビザ申請者）
□入学申請・滞在手配パック（学生ビザ申請なし）
□弊社協定校／入学申請・滞在手配パック
□入学手続代行のみ □滞在先事前手配のみ

オプション現地サポート（ソウル市・釜山市のみ）
□ワンルーム契約サポート □滞在チェックイン同行サポート
□到着時／帰国時空港送迎サービス（□到着時　□帰国時）
□現地スタッフ同行サポート（□4時間　□8時間　□その他　　時間）
□外国人登録サポート □銀行口座開設サポート
□現地WIFIルーターレンタル（□ソウル □プサン）
□布団事前購入

その他
□航空券手配 □海外旅行保険申込

◆学校について

学校名

コース

期　間

申請する
受講期間

ビザ申請

出発
予定日

□正規課程 □短期課程（ 課程）　□個人レッスン
20　　年　　月　　日 ～ 20　　年　　月　　日
＜個人レッスンの方＞
□1日（ ）レッスン
□土曜も　□日曜も □祝日も　 □その他（ ）

□する　□しない
申請するビザ　□D-4ビザ　□WHビザ　□その他（ 　　  　）

□20　　年　　月　　日 
□未定

□1学期　□2学期 □3学期　□4学期　□5学期　□6学期
□その他（ ）学期　・　ケ月

□出発予定
空　　港 （　　　　　　  　）

　　　年　　　月　　　日　　保護者署名：　　　

　　　年　　　月　　　日　　参加者署名：　

□エコ割希望
（2,000円引）

　　詳しくはP.3料金表をご覧
　　下さい。

https://ryugaku.myedu.jp/info/privacy_2.html


Korea Map

大邸（テグ）
ソウル、プサンに続く都市。ソウルから約300キロ、
プサンからは約120キロの場所にあります。朴槿恵
(パク・クネ)大統領や2PMのミンジュン(旧名ジュ
ンス)、SHINEEのKEY、「私の頭の中の消しゴム」主演
のソン・イェジンなどの出身地でもあります。
〈大邸大学、啓明大学〉

ソウル

南大門

梨泰院

63City

Nソウルタワー

狎鴎亭

ロッテワールド

カナタ
韓国語学院ローリング

コリア

弘益大学校 西江大学校

ソウル大学校

崇実大学校

延世
大学校

梨花女子
大学校

Easy Korean
Academy

建国大学校

世宗大学校漢陽大学校

ソウル市立
大学校

韓国外国語
大学校

慶煕
大学校

高麗大学校

国民大学校

ソウル女子
大学校

漢江

弘大
入口駅

新村駅
梨大駅

恵化駅

回基駅

高麗大駅

建国入口駅

ソウル大入口駅

ソウル大エリア

大学路エリア

安岩洞・ 回基洞エリア

建国大エリア

どこの国でも学生街は
若者のパワーでいっぱ

い！学生街で韓国の若
者たちと

肩を並べれば、エネル
ギッシュな韓国を肌

で感じることができ
るはず。独自

のカルチャーが息づく
、個性溢れる学生街を

一気にご紹介します。

梨大エリア
グルメにオシャレに
楽しみが詰まった街
梨大は韓国の名門女子大・梨花女子大学
のこと。女子大を抱えるこのエリアはお
しゃれなレストランやカフェ、ショップ
や美容スポットがたくさん。美容室やエ
ステの激戦区としても有名だ。名物は駅
前から約1キロ続くウエディングドレス
のショップで、その数には圧巻！日本か
ら作りに来る人もいるほどだそう。小さ
なブティックがひしめき合い、オシャレ
なアイテムが数多く揃う。

이대
イデ

大学路エリア

わくわくする演劇の街

かつてソウル大学があったため“大学路”
と呼ばれるこのエリアは、ソウル大の移
転後、演劇の街として賑わった。今では
100以上の劇場やライブホールが集まる
演劇のメッカとして有名。街には色とり
どりのポスターが貼られ、街中で演劇や
ライブなどのパフォーマンスが繰り広げ
られている。日本より気軽に演劇鑑賞で
きるので、演劇好きにはたまらない。安
くておいしい食堂も多い。

대학로
テハンノ

서울대
ソウルデ

ソウル大エリア
派手ではないが
勉強したいならこの街へ
韓国随一の名門校であるソウル大学。大
学周辺の学生街には、下宿や庶民的な食
堂、居酒屋などが軒を連ねる。ソウルの学
生街は別名“考試村（コシチョン）”と呼ば
れ、ソウル大生だけでなく、ソウル大や司
法試験の受験生までが集まる受験のメッ
カとなっている。街には書店や学習塾の
ほか、勉強のための読書室などが並び、他
の学生街とは一味違った雰囲気が漂う。

学生に人気の一大飲み屋街

建国大駅前から東西・南北に伸びる2本
の道。通称“モクチャモルモク（うまいも
ん横丁）”と呼ばれ、民俗居酒屋や食堂、
バーなどが通りを埋め尽くしている。ソ
ウルの大学生なら一度は行ったことがあ
る大きな飲み屋街。サムギョプサル屋が
多いのも特徴だ。また駅南側は最近どん
どん開発が進み、ロッテ百貨店、大型マー
ト、映画館やショッピングモールが集ま
り女性に人気だ。

建国大エリア건국대
コングクデ

弘大エリア

新村エリア 

梨大エリア

弘大エリア
ポップで楽しいサブカルチャーの街
美術・芸術系の大学として韓国トップクラス
を誇る弘益大学。それゆえ、弘益大学のあるこ
のエリアは芸術的なアートに溢れ、アトリエや
ギャラリー、個性的な雑貨店やカフェバー、ク
ラブなどが立ち並んでいる。特にクラブ街は
有名で、音楽好きの若者が集まり、多くのクラ
ブが集結している。個性的なショップが集ま
るので買い物好きは要チェック！若者文化発
信の地だ。

홍대
ホンデ

新村エリア 
夜も眠らない元気な街
今も昔も学生たちが集う街といえば、ここ新
村。延世大学を中心とした名門大学が集まり、
若者のパワー溢れる学生街だ。延大に向かうメ
インストリートには安い食堂や飲み屋、カフェ
にレストラン、カラオケなどがずらっと軒を連
ね、連日学生たちで賑わっている。特に週末は
朝まで飲み明かす学生たちでいっぱい！下宿
も多く、日本人留学生たちも多く住んでいる。

신촌
シンチョン

回基洞・安岩洞エリア

人情あふれるソウルの下町

回基洞には慶煕大学と韓国外国語大学が位置し、辺り
一体は学生街となっている。下町のような懐かしい雰
囲気が残り、安くて美味しい食堂があるのが魅力。一
方、高麗大学があるのが安岩洞エリア。昔から変わら
ない食堂が並び、食堂のおばちゃんを始め地元の人た
ちと触れ合える、そんな人の温かさが残っているエリ
アだ。両エリアとも古き良き韓国の学生街といった雰
囲気だ。

회기
フェギ

안암
アナム

光化門

カロスキル

清潭洞

明 洞

仁寺洞

東大門

三清洞

成均館大学校

東国大学校

釜山（プサン）
韓国第２の都市・釜山(プサン)は昔から港町として発
展してきた世界屈指の海運基地。現在ではマリンリ
ゾートとして有名な海雲台(ヘウンデ)、山間部の温泉
街・東莱(トンネ)温泉などの観光地になっています。
〈国立釜山大学、国立釜慶大学、釜山外国語大学、
慶星大学〉

水原（スウォン）
ソウルから地下鉄、バスなどを利用して約１時間程度
南にある都市。世界遺産の水原華城、民俗村などがあ
ります。また、サムスン電子の本社を中心に多くのグ
ループ企業やその従業員が住み、サムスンタウンとも
言われています。食では水原カルビが有名で、一年中
たくさんの観光客が訪れる観光都市でもあります。
〈慶熙大学グローバル平生教育院〉

光州（クァンジュ）
朝鮮半島の南西端に位置する光州(クァンジュ )広域市
は２年に一度開催される「光州ビエンナーレ」という芸
術イベントで有名になった都市。韓国人にとっては「光
州学生独立運動」や軍事政権に抵抗する「光州事件」の
地として、民主と人権を象徴する都市と言われていま
す。このエリアを全羅南道（チョルラナムド）と言いま
すが、国内でも「味の都」とも言われています。
〈国立全南大学〉

 その他の都市
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申込条件書（18ページ）をお読みいただき、当社所定の申込書にご記入
ください。
※申込書は当社ウェブサイトからダウンロードも可能です。

※クレジットカードによるお支払いは受け付けておりません。

申込書に記入する1

記入が済んだ申込書をご郵送かメール、FAX、または持参いただき、
毎日エデュケーションにご提出ください。

2 申込書を毎日エデュケーションに提出する

お申し込み方法

三菱東京UFJ銀行  神田支店  普通口座 1230382
（株）毎日エデュケーション

3
申込金はお申し込みいただくプログラムにより、金額が異なります。
詳細は担当カウンセラーよりご案内いたします。

振込時のお願い

申込金を振り込む

申込書と申込金を弊社で確認いたしましたら、
手続きに必要な書類等のご案内をいたします。

留学情報サイト http://ryugaku.myedu.jp　会社案内サイト http://www.myedu.co.jp
東京都知事登録旅行業第 3－6134号／一般社団法人日本旅行業協会　正会員／留学・語学研修等協議会（CIEL）正会員／一般社団法人 海外留学協議会（JAOS）正会員

http://ryugaku.myedu.jp

振
込
先

●振込人は申込者本人の氏名にしてください。
●振込手数料はお客様のご負担となります。

申込書の送り先

ご持参いただく場合
毎日エデュケーション海外留学サポートセンターまで事前にご連
絡の上、ご持参ください。その際、申込金も直接ご持参頂けます。

（電話：フリーダイヤル 東京0120-655153 大阪0120-952295）

ＦＡＸ番号FAXの場合 東京 03-3215-8293
大阪 06-4797-7808

宛
て
先

ご郵送の場合
【東京オフィス】
〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル9F
株式会社 毎日エデュケーション　韓国担当 宛て
【大阪オフィス】
〒530-0001
大阪市北区梅田2-5-6 桜橋八千代ビル6F
株式会社 毎日エデュケーション　韓国担当 宛て

メールの場合
ダウンロードまたはスキャンした申込書を添付して送信してください。
　  korea@myedu.co.jp

お申し込みに関するご案内

パスポート（旅券）・ビザ（査証）について
パスポートをお持ちでない方、またその有効期限が切れている方は、いますぐに
有効なパスポートをご用意ください。韓国への入国には日本国籍の場合、滞在が
90日までであれば、ビザは不要です。ただし、その場合でも、パスポートの残
存有効期間は、3ヶ月以上（いずれも入国時）が必要です。ビザ取得の場合の残
存有効期間についてはお問い合わせください。日本国籍以外の方は、自国の領事
館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にご自身でご確認ください。

海外危険情報・衛生情報について
渡航先の国または地域によっては、外務省の海外危険情報など、安全に関する情
報が出されている場合があります。最新の情報については、外務省海外安全ホー
ムページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）・外務省海外安全相談センター

（TEL03-5501-8162/外務省の閉庁日を除く9:00～17:00）などでご確認ください。
渡航先の衛生情報については、厚生労働省検疫所による海外渡航者のための感染
症情報ホームページ（http://www.forth.go.jp）などでご確認ください。

【1】　株式会社毎日エデュケーション（以下「当社」といいます）は、留学・旅行申込みの際に提
出された申込書に記載された個人情報（過去に取得したものを含みます）について、お客様と
の間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただきました留学・旅行
において入学手続き及び運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス
の受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社では下記内
容でお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

　①当社発行の留学パンフレットならびに学校パンフレットの送付。
　②当社の関連する留学プログラム・旅行商品の各種キャンペーン、セミナー、
　　イベントのご案内。
　③留学・旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
　④アンケートのお願い。
　⑤特典・サービスの提供。
　⑥統計資料の作成。

【2】　お客様は、個人情報を提供しないこともできますが、その場合当社から留学旅行に必要
なサービスを提供できないことがあります。

【3】　当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号または
メールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについ
て、当社が扱う留学プログラム・旅行商品ならびに催し物内容などの案内のために、これ
を利用させていただくことがあります。
【4】　外部委託について
当社は旅行業及び留学支援事業に関わる円滑なサービスを提供するため、また、円滑か
つ効率的な事業活動を遂行するため、個人情報保護体制について一定の水準を満たして
いると認める委託先に個人情報を預託することがあります。また、当該委託先における
管理については必要かつ適切な監督を行います。
【5】　個人情報の変更および訂正について
お申込み時に提供された情報の変更・訂正・削除のお申し出は、ご本人からの要請である
ことを確認し、遅滞なく行います。
【6】　個人情報に関する相談、苦情、開示請求
　下記までお問い合わせください。
　株式会社毎日エデュケーション
　個人情報管理責任者　E-mail：overseas@myedu.co.jp

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

申込金は基本サポートサービス
料金を指します。

お申込みの条件・資格
お申込み前に必ずお読みください。

● 留学先受入校には、年齢条件や最終学歴条件などが個々に設定されていま
す。場合により、お申込みを承れないことがございます。詳しくは当社カ
ウンセラーなどにお問い合わせ下さい。

● 20歳未満の方がお申込みになる場合、お申込書に親権者の署名が必要です。
● 心身に障害のある方や健康を害している方のお申込みについては、その旨お申

し出ください。場合により医師の診断書の提出をお願いすることがございます。
● 留学手続のお申込みに際し、円滑な手続きや他の留学生や受入校において

迷惑を及ぼしたり、ご本人の留学に支障をきたす恐れがあると弊社が判断
するときは、お申込みをお断りすることがございます。

● その他詳しいお申込み条件につきましては、本パンフレット16ページの弊
社申込条件書をお読みください。

申込締切日について
◆ 大学・プログラムごとに締切日を設定しています。各学校の紹介ページを

ご覧下さい。
◆ すべてのプログラムの締切日は、弊社にお申込みいただく期限です。各学

校の入学申請受付締切日とは異なります。弊社にお申込みいただく時点で
は、入学手続きやビザ申請に必要な書類のご準備は不要です。

◆ それぞれの申込締切日を過ぎてからでも、手続きが可能な場合は、お申込
みを受け付けます。その際、緊急手配料として手続代行料と別途10,000
円（税別）を申し受けます。

海外旅行保険加入のお勧め
海外留学をなさる場合は、万一の事態に備え海外留学（旅行）保険への加入を
お勧めいたします。弊社へお申込みいただいたお客様には海外旅行保険案内
書をお渡ししますので、内容をよくご覧いただき、所定の申込書にご記入の
上、お申込みください。

ご請求時の換算レートについて
◆ 弊社からご請求する授業料、滞在費などの現地通貨建て費用については、弊

社規定により三菱東京UFJ銀行のキャッシュセリングレートを適用し日本円
に換算してご請求書を発行致します。

●レート適用基準日●
学校関連費用：当該校から確定金額の請求が到着した日もしくは翌営業日のレート。
滞在費関連費用：当該滞在先確定のご返事を頂いた日もしくは翌営業日のレート。
その他費用：弊社より請求書を発行する日のレート。
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  下宿（ハスク）
留学生の一般的な滞在先。シングルルームが基本で、シャワー・トイレは共同が中心。最近は数は少ないが各部
屋にシャワー・トイレのあるタイプも増えている。食事は朝・夕2回つきで食堂でみんなで食べるので家族的雰
囲気が特徴。1カ月50～80万ウォン。最低3カ月前払いが必要です。

  コシテル
（コシウォン）

下宿よりも部屋は少し狭め。トイレ・シャワーは各部屋についているタイプが主流。食事はついていないが、ご飯、
キムチ、インスタントラーメンなどは自由に食べれるところが多い。下宿よりも個人主義。他の住人とはあまり
接点はない。1カ月45～60万ウォン。

ホテル ビジネスホテルタイプ。短期滞在の方や毎日ベットメイキングを希望される方、部屋の広さなどを重視する方な
どにお勧め。食事はつかない。1日5万ウォン～。短期滞在者向け。

レジデンスホテル キッチンや冷蔵庫、シャワー・トイレなどが完備され、近代的な設備。ゆったりと過ごし、食事なども自分で作っ
たりしたいという方にお勧め。1日7万ウォン～10万ウォン。短期滞在者向け。

ワンルーム
半年から1年の長期で契約できる方に限られます（基本は1年）。家具などが予め揃っている「フルオプション」タ
イプと家具や電化製品などをご自身で購入したりレンタルするタイプがあります。保証金1000万ウォン、月額
家賃60万ウォン～、管理費、光熱費等別。

マイエデュハウス
マイエデュハウスとは当社が管理するワンルームのことです。フルオプションタイプで家具類は揃っています。保証
金は不要です。契約期間は６カ月以上、更新も６カ月単位となりますので長期留学の方に限らせていただきます。な
お、部屋数に限りがございますので、事前に担当カウンセラーに状況を確認してください。費用は月額家賃が60万
ウォン～95万ウォン程度。その他管理費・光熱費・インターネット代など（合計10～15万ウォン）がかかります。

ホームステイ 韓国人の一般家庭に滞在。部屋は1人部屋となります。数日から1カ月までの短期滞在向け。１泊40～60ドル程
度（食事の回数や季節などにより異なります）。滞在エリアや家庭環境などを選ぶことはできません。

シェアハウス
大勢でシェアするスタイルの物件。１人部屋から4人・6人部屋など様々。キッチン、リビング、シャワートイレ
は同居人で共同利用。掃除やゴミ捨てなどルールがあり物件によっては男女同居（ベットルームは別々）のものも
ある。費用は月額45～70万ウォン程度。短期契約はできないところが多いので注意。

韓国滞在手配要望書（学生寮を除く）

お名前

□ 男性 □ 女性

◆ 【滞在場所】について
　  希望するタイプに優先順位（1〜4）を数字で記入してください。ただし希望しない場合には書かないでください。

◆ 【立地条件】について
　   以下の項目について、立地条件として譲れる範囲のところを○で囲んで下さい。

　  学校隣接　　・　　学校まで徒歩5〜10分　　・　　学校まで徒歩15〜20分　　・　　地下鉄・バス利用可能　

◆ 【入居期間】について ※未定の場合は空欄で結構です

　20 年 月 日 　 　20 年 月 日　（ ）カ月・週間・日間　　か ら

◆ 【ご希望予算】について

□ とにかく安いところ　　□ 条件さえ合えばある程度金額は考慮　　　  予算上限額 万ウォン／月

【その他のご要望・ご連絡】

※滞在先手配はあくまでご要望を参考に手配するものです。ご希望に100％添えるものではありません。

◆ 【入学予定の大学名】　

◆ 【施設の設備・内容】について　※下宿、コシテルの方

　   以下の項目について、希望する条件すべてに□チェックをいれてください。なお、施設によってはご希望に沿えないものもございます。
すべての項目を満たせる保証はありませんので、特に重は外せない条件があれば 最大５つまで □を塗りつぶしてください（■）

シャワートイレ付き エアコン（冷房）  朝食（下宿は夕食付）

 室内有線LAN（PC利用）  無線LAN（WIFI）  女子専用物件（もしくは専用フロア）

テレビ  冷蔵庫あり  外窓のある部屋

オートロックキー（部屋）  駅に近い物件  学校に近い物件

【コシテル・下宿の方】
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