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発見し、学び、そして楽しんでください！

LATIN AMERICA
Alejandra Jimenez
+971 52 205 2695 (Mobile & WhatsApp)
alejandra@esdubai.com

BRAZIL
Daiana Ramos
+971 50 920 6558 (Mobile & WhatsApp)
daiana@esdubai.com

TURKEY
Hakan Tokok
+971 50 420 8981 (Mobile & WhatsApp)
hakan@esdubai.com

THAILAND
Saranthon Manwajasat
+971 58 110 1196 (Mobile & WhatsApp)
nook@esdubai.com

GCC & MENA
Maha Ouda
+971 52 228 4321 (Mobile & WhatsApp)
maha@esdubai.com

RUSSIA & CIS
Kunduz Kadirova
+971 54 433 0137 (Mobile & WhatsApp)
kunduz@esdubai.com

RUSSIA & CIS
Olga Nikolaenko
+971 52 282 4605 (Mobile & WhatsApp)
olga@esdubai.com

JAPAN
Aiko Satake
+971 58 599 8517 (Mobile & WhatsApp)
japan@esdubai.com

FRENCH-SPEAKING COUNTRIES & AFRICA
Louise Kuhn
+971 55 291 5856 (Mobile & WhatsApp)
french@esdubai.com
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Have any
questions?  

Check out our
interactive videos!
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Our

SCHOOL

発見し、学び、そして楽しんでください！

FUN

COSMOPOLITAN

MODERN

Check out
our facilities!
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ESドバイでのコースの予約はシンプルです。対話式のオンライン
登録システムと、あらゆる場面で皆様を支援する国際色豊か
なエージェントがサポートします。

登録を確定するには、入学前にオンラインのレベル判定テストを
受ける必要があります。このテストにより、学校はそれぞれの生
徒を適切なレベルに配置し、それぞれの学習目標に従って学
習計画を整えます。登録が完了すると、ビザ申請を行います。

1年間の学生在留ビザ

もし、あなたがアラブ首長国連邦非居住者であり、
ドバイで6カ月以上の留学を計画しているなら、ES 
Dubaiは1年間の学生在留ビザを手配します。

1年間の学生在留ビザのメリット
•    エミレーツIDの取得
•    COVID 19のワクチン接種
•    銀行口座開設
•    携帯電話のポストペイドプランの契約
•    マルチエントリー
•    基本的な医療保険の取得
•    より多くの就労機会の獲得
•    長期のアパートメント賃貸契約
•    運転免許証の取得

ビザ申請に必要な事項
6カ月以上のコース申込
パスポートのスキャンコピー (残存有効期間は14
カ月になります)
高画質かつ、背景が白で影がない顔写真
ES Dubaiの署名入りオファーレター
ビザ申請費用とビザデポジットの支払 発見し、学び、そして楽しんでください！

Enrolment and

VISA

• 
• 

•
•
•  

99%
ビザ承認率

短期学生ビザ

アラブ首長国連邦非居住者である場合、ESドバイはス
ポンサー付きの学生ビザを提供し、生徒はUAEで勉強
して居住することができます。
 
 ESドバイがスポンサーとなっているビザは最長6か月間
有効で、8週間を超えるコースに登録する生徒のみが
利用できます。 8週間未満のコースに登録する生徒に
は、学校は短期訪問ビザの申請をサポートします。

ビザ申請に必要な事項
申込書
パスポートのスキャンコピー (残存有効期間は6カ月に
なります)
高画質かつ、背景が白で影のない顔写真
ビザ申請費用の入金確認書

ビザ申請プロセス

ビザ申請プロセスは、コースの申し込みと支払いが完了
すると開始されます。ビザの申請をするには、パスポートの
画像や顔写真などの必要な書類を揃えていただく必要
があります。

申請期間
短期ビザ

4 ～ 5 週間

• 
• 

•
•  

1年ビザ

4 ～ 6 週間
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4.8 4.9
AVERAGE RATING AVERAGE RATING

Facebook
200+ reviews

Google
390+ reviews

整った英語環境
ドバイでは、ビジネス、教 育、観光などほとん
どの場面 で英語が用いられます。つまり、教
室の外でも英語力を伸ばす機会があります。

簡単なビザプロセス
ビザ申請はアラブ首長国連邦在留のES 
Dubaiのスタッフが行います。ビザ申請に必要
な書類はパスポートのスキャンコピーと顔写真
のみです。

就労機会
生徒は合法的にアルバイトが 認められ、コー
ス就労後、簡 単に正社員として切り替える 
ことが可能です。

治安の良さ
ドバイは低い犯罪率、高い生活水 準を誇る
、世界の都市でトッ プ10に入る治安の良さ
です。

多国籍な環境
ドバイは外国人比率85％の都 市であり、世
界で最もコスモ ポリタンな都市です。

安定した気候
ドバイでは、年中青い空・温 暖な気候・日
光を楽しむこと ができます。

to choose Dubai

Why choose

ES?
ES Dubaiは英語を学ぶきっかけや目標が無数にあることを理
解して います。私達は、生徒が目標を達成するのに役立つ
刺激的な環境を提 供します。 私達が提供するものは下記
のとおりです。

卓越した教育水準

資格を持ったネイティブ講師

世界中から集まる生徒

最先端の教室環境

70+
nationalities
at our school!

We don’t say it, our students do!
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Studying

AT ES!

ES Dubaiの講師
私たちの教師は全員、有資格のネイティブの英語を話し、外国
語として英語を教えてきた長年の経験があります。また、当校で
は学士号と修士号を取得した教師の比率が高くなっています。

私たちの教師は、生徒が学ぶ意欲を高めるために、刺激的でイ
ンタラクティブなレッスンを計画しています。私たちのコースは、興味
深く、関連性があり、楽しいものです。

開講中のコース
•    General English
•    IELTS Preparation
•    Speaking Class
•    Business English
•    Academic Year Programme
•    CELTA

各レベルの受講期間
セミインテンシブクラスを受講する場合、各レベルは12週間で完了
します。 インテンシブクラスを受講する場合は6週間で完了します。
6週間ごとに各レベルのユニット1が始まりますが、生徒は毎週日曜
日に入学できます。

コース提供期間
通年

クラスのレベル
初級から上級

各レベルの受講期間
セミインテンシブクラスは12週間、インテンシブクラ
スは6週間。

受講期間
1週間から52週間

1週間あたりのレッスン数
セミインテンシブ 15レッスン
インテンシブ 30レッスン

授業時間
9時～、12時～、15時～

4.8
AVERAGE RATING

ES Dubai Teachers
(out of 5)

Meet our
teachers!
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ドバイは、宿泊環境の重要性を理解しています。私たちは生
徒の予算と状況に最も適した施設を見つけることをサポートし
ます。私たちはプロの宿泊施設プロバイダーと提携し、あなた
が求めているものを見つけるために、様々なオプションを提供
します。

学生寮
学生寮は広々としてモダンです。スイミングプール、ジム、ゲー
ムルーム、シネマルーム、ビリヤード、ビリヤード台、学習エリア
などの最先端の設備を学生に提供しています。

Accommodation

COMFORTABLE

SAFE

WELL-EQUIPPED

無料で利用できるジム

学習室、カフェ、屋上テラス

24時間常駐のスタッフ

スイミングプール

ランドリールーム

ゲームルーム

リビングルーム

シネマ

学生寮の公共設備Your home away from home

Check out
more facilities!
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Social Programme The best

EXPERIENCE
in Dubai!Here are some of the incredible activities 

you can enjoy!

BURJ KHALIFA ABU DHABI TOUR

FERRARI WORLD DESERT SAFARI

SKI DUBAIWILD WADI

ATLANTIS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟留学センター

お申込・お問合せは

新潟留学センター

info@nta-niigata.com
https://nta-niigata.com/
☎0120-580-838

〒950-0916　新潟県新潟市中央区米山3-2-11
　　　　　　　　　MKD5ビル1階　


