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マレーシア留学は、まだ新しい留学先

マレーシア留学に興味はあるけど、やっぱり海外の生活は不安。
いくら資料や写真で説明されても、実際のイメージが中々沸かない。

マレーシア留学は、新しい留学先です。
日本で手に入る情報は、まだまだ少ないのが現状です。

そんなマレーシア留学の特徴は、
留学している学生の満足度がとにかく高いこと。

しかし、そんな学生達からも

「下見していれば、違う学校・学部を選んでいたのに！」
「マレーシアに来る前に、こんな住まいがあると知っていたら！」

という声が、一部から聞こえてきたのです。

こんなに楽しく、誰もが成長を実感できるマレーシア留学なのに、
まだ不満を感じている人がいる。

我々は、考えました。

マレーシア留学のリアルを見る

マレーシア現地オフィスを持つ当社は、現地学生との繋がりNo.1。
他の留学エージェントも知らない、ネット上ではわからない、

学生の本音の評判を元に、マレーシア留学の全てを包み隠さず知ってほしい。

そう思い、私たちの下見ツアーでは絶対に現地の現役学生と
意見交換をしてもらうようにしています。

あなたが本当に有意義な留学ができる居場所を、見つけてほしい。
あなたが最も熱中できる学校・学部を、選んで欲しい。

留学は、あなたの人生の大切な１ページに関わるイベントです。
だからこそ、私たちは手間暇を惜しみません。



1POINT

弊社の下見ツアーが選ばれる４つの理由

マレーシアのプロフェッショナルが同行

当社は、マレーシア現地に日本人スタッフが常駐しています。
スタッフは、実際にマレーシアに暮らし、マレーシアの学校生活も経験したアナタの先輩。
そんなマレーシアを知りつくした私達がマンツーマンであなたに同行し、マレーシア留学の全てを包み隠さずお伝
え致します。

2POINT

3POINT

現地学生との豊富な交流機会

学校や学部の特徴を知るには、実際にその場で学んでいる現地学生の声が最も信頼できます。
現地の大学を回る際には、必ず日本人の先輩学生が同行し、実際の授業や暮らしの様子を教えて貰います。
また、ツアー中にはマレーシア留学を応援している現地留学生との交流機会が、他にもたくさんあります。
大学を見るだけでなく、実際の授業や課題の様子、暮らしぶりを教えてもらいましょう。

現地学生の実際の住まいを内見

現状、エージェントの多くは最低 1年間の学生寮住まいを強制するところが多いです。

しかしながら、マレーシアに着いてから暫らくすると学生寮を出て、クラスメイトとシェアルームをすることが多いの

がマレーシア留学生の現状。

住まいはご自身で見つけることも可能ですので、現地の学生が実際に住んでいる場所を見学します。

マレーシア留学支援機構を使って下見に行く

４つの理由

4
最新情報のシェア

最新の有益な情報は、現地に住んでいる人しか知らない場合がほとんどです。

観光客向けの流しのタクシーは料金が高く、稀にぼったくられることもあるので、現地の人は Grabという配車アプ

リを使うのが主流です。また、課題やテストで忙しい学生は、レストランでの食事に加え、 Food Pandaというデリ

バリーアプリも活用します。

そういった、現地の生活に直結する最新情報をたくさんシェアさせて頂きます。

POINT



プログラム内容

プログラム内容

　キャンパス視察 住居視察 　授業聴講

　生活圏の視察　学生懇談会 学食体験



スケジュール例

住居見学

授業聴講

ショッピング

学食体験

観光

寮内観見学

移動体験

質問会

学生懇談

勉強風景

寮以外の住居見学

市内観光

移動体験

キャンパス
視察

懇談会

各大学訪問

グループワークが多いマレーシアでの授業風景を見学します

学生がどこで買い物をするのかを確認いただけます

現地の中華系やハラルの食文化を体験できます

KLのメイン観光地をご案内します

大学の生活環境が想像できるよう、寮を見学します

バス・電車・Grabなどメインの交通機関の使用体験できます

興味がある大学・学部の学生に自由に質問して頂けます

日本とは違った多様性溢れる自習風景をご覧頂けます

現地の学生が実際に住んでいる寮以外の場所を見学します
大学視察

授業聴講

食文化体験

学生懇談

市内観光

ご希望の大学・語学学校をお選び頂き、興味のある学校のみを
じっくり拝見して頂けます。また、視察時には現役の学生にも一緒
に回ってもらい、説明してもらいます

プログラム内容 プログラムで体験できる内容詳細

各大学の学生との懇談会を実施します

現地案内・通訳 現地スタッフが案内・通訳として同行致します



そんなマレーシア留学の特徴は、
留学している学生の満足度がとにかく高いこと。

しかし、そんな学生達からも

「下見していれば、違う学校・学部を選んでいたのに！」
「マレーシアに来る前に、こんな住まいがあると知っていたら！」

という声が、一部から聞こえてきたのです。

こんなに楽しく、誰もが成長を実感できるマレーシア留学なの
に、

まだ不満を感じている人がいる。
我々は、考えました。

マレーシア留学のリアルを見る

マレーシア現地オフィスを持つ当社は、現地学生との繋がり
No.1。

他の留学エージェントも知らない、ネット上ではわからない、
学生の本音の評判を元に、マレーシア留学の全てを包み隠さ

ず知ってほしい。

そう思い、私たちの下見ツアーでは絶対に現地の現役学生と
意見交換をしてもらうようにしています。

あなたが本当に有意義な留学ができる居場所を、見つけてほし
い。

あなたが最も熱中できる学校・学部を、選んで欲しい。

留学は、あなたの人生の大切な１ページに関わるイベントです。
だからこそ、私たちは手間暇を惜しみません。

体験談



T.Hさんのプラン（１泊２日）

計４つの大学＋２つの住居を視察！
学生との交流を重視したジックリ下見！

計２つの大学＋１つの住居を視察！
週末にサクッと下見！

１日目 ２日目 ３日目

9:00 　空港着　スタッフ合流 集合　スタッフ合流 集合　スタッフ合流

10:00 　朝食 大学視察　２校目

11:00 　宿泊先までご案内 住居視察（シェアハウス） 大学視察　４校目

12:00 ショッピングモール視察

13:00 　昼食　　 大学内にて昼食 昼食

14:00

15:00 　大学視察　１校目 　 市内観光

16:00 大学視察　３校目

17:00 　住居視察（学生寮）

18:00 　 学生たちとの夕食会 空港到着

19:00 　宿泊（ホテル） 宿泊（学生寮） 翌日早朝・日本着

１日目（土曜日）  ２日目（日曜日）

9:00 　空港着 集合　スタッフ合流

10:00 　 大学視察　２校目

11:00 　電車で市内移動

12:00 　市内でスタッフ合流・昼食

13:00 　住居視察（シェアハウス） 大学内にて昼食

14:00

15:00 　大学視察１校目 空港着

16:00 　

17:00 　視察担当の学生と意見交換

18:00 　夕食

19:00 　宿泊（ホテル） 深夜・日本着

K.Sさんのプラン（２泊３日）



よくある質問

学生のみの参加も可能ですか？

A. 20歳未満の場合、保護者の同意のもと
可能です。宿泊先もスタッフと同じ建物
にして指定させて頂きます。

いつまでにマレーシアに到着しておけ
ばいいですか？

A. 基本的には前日のうちに到着して頂い
ております。前日でしたら、何時に到着
されても大丈夫です。

マレーシアまでの航空券は自分で手
配しないといけないんですか？

A. お手数おかけしますが、各自でご準備
頂くようお願い致します。

空港からの送迎はありますか？

A. オプション(19800円)で空港までのお迎
えが可能です。

宿泊期間は延長できますか？

A. できます。私たち指定の宿泊先での延
長はお申し込みフォームにご記入頂き
ます。ご自身で宿泊先を手配される場
合も、もちろん可能です。

保険の加入は必要ですか？

A. 強制ではありませんが加入して頂くこと
をおすすめします。こちらから指定した
保険会社はありませんのでご安心くださ
い。



下見ツアー担当
学生メンバーの紹介

私達が案内します！

マレーシアで
会いましょう！

マレーシア留学に対していろんな

思いや考え・疑問を持っておられ

ると思います。APUにつきまして

は熟知しておりますので、気軽に

質問してください！

藤原 聖 APU大学 Business Information Technology

高専の電気情報科を卒業し、京都にある精密機器メーカーでエンジン排ガス
測定装置の設計業務を 3年間携わる。会社を退職後、マレーシアへ移住。大
学付属の語学学校を卒業し、現在は IT学科を専攻。APUでは学生ヘルパー
と日本人代表としてアンバザダーグループに所属。またソフトウェア開発の
会社でIoT開発やプログラミングを勉強中。

高校生の時にマレーシアの大学

を実際に訪れ、国際色豊かな雰

囲気に感動し、マレーシア留学を

決めました。迷ってる方は是非、

一度マレーシアへ来てみてはいか

がですか？

岩成 咲良 Taylor's大学 International Hospitality Management

高校時代に青少年国際交流プログラムに応募、国代表・県代表として二度ア
メリカに派遣。各地で日本文化を発信する PR活動を行う。高校卒業後すぐに
マレーシアへ渡り、大学附属の英語コースを経て学部に入学。学部必須のイ
ンターンシップでは、 The Ritz-Carlton KLのフロントデスクに配属され、３ヶ月
間ゲスト対応を任された。当初は慣れない英語での接客に苦戦したが、シニ
アスタッフの厳しい指導のおかげでリアルなホスピタリティサービスを習得。
失敗を何度も経験したが、それらは全てコミュニケーションスキルと問題解決
能力の向上に繋がったと自負している。

高校３年時、大学選びや英語の勉
強方法に悩んだ経験があるので、ぜ
ひ留学を経験した先輩から情報収
集を積極的にしてみてください。みん
なに正しい情報やアドバイスをでき
る限り提供し、留学生活を有意義な
時間を過ごしてもらえるよう、全力で
応援します！！

本橋 恵美 Monash大学 マーケティング専攻

日本大学豊山女子高等学校を卒業後、オーストラリアに本校を持つマレーシ
アのモナッシュ大学に入学しました。高校時代、イギリスのケンブリッジ大学
やカナダに留学した経験もあり一時は欧米への留学も考えましたが、多民族
国家・経済成長真っ只中のマレーシアに魅了され、マレーシアへの留学を決
意しました。現在、モナッシュ大学にて日本語教室や学生団体主催のイベン
トの企画・運営をするなど多岐に渡り活動をしています。日本国内では、英語
教育分野でのイベントや中高生向けの英語キャンプ、 IELTS対策の授業のメ
ンターをしていた経験があります。

さくら

えみ

しょう



自分らしく生きられる場所！

激アツマレーシアでお待ちしてお

ります！

菊池 あみ HELP大学　ファウンデーションコース

国内大学進学を志すも、自分の理想とする将来とのギャップを感じ路頭に迷
う。中高時代にカナダへの短期留学を経験し、カナダで大学進学を考えるも
高額な学費から断念。そんなときマレーシア正規留学、そしてホスピタリティ
学部の存在を知る。英語環境の生活とマレーシア独特の多文化、多民族国
家、また日本人学生団体の精力的な活動に興味を抱き、進学を決断。高校
卒業から半年後、HELP大学に進学。マレーシアでは現地の人々に向けたイ
ベントを企画、開催している。
また、地元山梨でも高校生に向けた留学応援イベントを開催。

「英語力がないから、、」「莫大な費

用がかかるから、、」「自分なん

か、、」の理由で留学を諦めないでく

ださい。

多様性の国・マレーシアには沢山の

可能性が溢れています！

マレーシアで皆さんとお会いできる

ことを楽しみにしています＾＾

藤山 華梨衣 Sunway大学 Communication学部 

幼い頃から英語に触れる環境で育ち、小・中・高で計 3カ国での留学を経験

する。大学進学の際に海外進学を考えたが、欧米圏の費用の高さから一度

は断念。しかしながら幼い頃からの夢をどうしても諦めきれず地道に調べを

続け、マレーシア留学と出会う。高校卒業前に家族で実際に下見に訪れ、マ

レーシア留学を決意。現在は、 JSAMマレーシア日本人会代表として現地で

ローカル向けに日本文化のイベントの開催、日本人学生のサポート、又、自

身の経験から日本の高校生に向けて講演活動を行っている。

『大学からでも留学は遅くないか

な？』『友達はできるかな？』『英語

力は足りてるかな？』

色々と心配事はあると思うけど、そ

れを振り切って大きな一歩を踏み出

してください！私たちを、含めマレー

シアの学生達が心からお出迎えし

ます♡

横山 瞳   Monash大学 International Business Management and 
Marketing 

幼い頃から英語と触れ合っており、小学校時代はハワイに短期留学を経験。
日本では週4で両親が経営している英語学校に通っていた。小学校卒業後、
マレーシアに母子留学として移住。中 1で新入する予定が『英語力が足りな
い』と言われ、5年生に落とされる。が、その後中・高を転々とし、大学の進路
ではカナダに行くかマレーシアの大学に進むかで迷うが、マレーシアの活気
や新たな挑戦がしやすい環境に惚れ、マレーシアに残ることを決意。その
後、Sunway Collegeのカナディアンファンデーションコースを卒業。 2019年
の3月からMonash University に進学。

けりい

ひとみ

あみ

人生で1度きりのキャンパスライ

フ、日本を飛び出して海外挑戦し

てみませんか？毎日が新しい発

見のワクワクした日々になること

間違いなしです！

西川　花梨 INTI大学　Diploma in culinary arts

日本で約20校のオープンキャンパスを周るも、自分が心から行きたいと思う
学校が見つからず、進路選択の遅れに焦りを感じる。その中で、留学費用の
安さ、温暖な気候、親日国家の魅力に惹かれマレーシア留学を決意。高校 3
年生の冬にフィリピンのセブ島に 3ヶ月間留学して語学力を磨き、日本から離
れた場所でも自立して生活できたことで、当初は留学に反対していた先生に
も背中を押してもらう。現在は、世界各国の料理を勉強しつつ、ビジネスや食
品衛生など幅広い知識を深め、充実した大学生活を送っている。将来はス
ローフードやフードロスなどの問題に取り組み、日本で食育の活動を行なっ
ていきたい。

マレーシアにいると想像以上に

たくさんのことを学べます。

是非この3日間でたくさんのことを

感じて、

「留学してみたいなあ」って思って

くれたら嬉しいです！

飯田　樹 IINTI 大学　Diploma in Hotel Management 

高校時代にアメリカへの短期留学、英語弁論大会の経験から、海外大学へ
の進学を目指す。ホテルでのアルバイト経験からホスピタリティへの関心を
持ち、ホスピタリティが強いヨーロッパや欧米への留学も視野に入れていた
が、学費と教育レベルが見合ってないと感じ断念。そんな中、英語話者が多
く、多様な文化、宗教が混じり合うマレーシアを見つけ、他にはない魅力的な
場所だと感じマレーシアへ留学を決断した。他の大学と比較して学費が安価
であり、周辺環境も良く、実践的な授業の多い INTI大学に入学。

学生間の距離、また生徒と教師の

距離が近いインティーで過ごす留

学生活は、一生の宝になること間

違いありません！ぜひインティー

に来てください！

島瀬　当 INTI大学　Diploma in business

大学時代にアメリカに短期留学、マレーシアでのインターンシップを経験。イ
ンターンシップの経験から、世界各国の有名企業が第二の拠点としてマレー
シアを選ぶことや、マレーシア国内 ITビジネスの近年における飛躍的な発展
を肌で感じたこと、マレーシアに対する将来的な可能性に魅了され、日本の
大学を中退しマレーシアに正規留学を決める。小さい頃からアメリカ・ハワイ
と日本を行き来していたにも関わらず、初めて受けた TOEICの点数は240点
だったが、現在は IELTS 総合バンドレベル 6 を取得し、マレーシアでも英語
力は充分に伸ばせることを実感。

いつき

あたり

かりん



留学で成長する自分を、

異文化交流の楽しさを、

日本に居る全ての人達に、体験してほしい。

海外留学を、諦めない。

マレーシア留学支援機構は、
本気のアナタを全力でサポートします。

ツアー延長

¥19,800/片道のみ

¥20,000 / 1日

¥5,000 / 1校

視察手配

ツアー
プラン作成 ¥50,000

その大学に実際に通う日本人学生から説明を聞き、気になる点を自
由に質問して頂くため、学生にアポ取りを行います。

日本人スタッフが空港でお出迎えし、宿泊先まで同行します

学生が住むシェアハウスを、実際に内見し、意見を伺います

２日目以降〜１日追加ごとに

ご希望の大学・学生寮を視察する予約を行います

基本料金

学生手配

案内・通訳

語学学校
視察

住居視察

現地を熟知したスタッフが、効率よく、
かつ無理のないスケジュールを調整致します。

現地スタッフが案内・通訳としてマンツーマンで同行します

下見ツアー料金表

大学視察

予約

大学担当者と面談を行うためのアポイント取りを行いますアポ入れ

ご希望の語学学校・学生寮を視察する予約を行います予約

学校担当者と面談を行うためのアポイント取りを行いますアポ入れ

¥ 3,000 / 1校

¥5,000 / 1部屋

送迎手配空港送迎

※下見ツアーご参加後、弊社スタンダードサポートプランにお申し込み頂いた場合、サポート費から¥30,000お値引きさせて頂きます

※料金は全て税抜き価格です


