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スペイン語を学ぼう

32の最高のロケーションを

組み合わせて

オールシーズンと

サマーキャンプ

Enforexは貴方に真にユニークなチャン

スを提供致します。私達の学校はスペ

インとラテンアメリカのスペイン語圏

の国で一番活気があり重要な街に位置

しているので、生徒に真のスペイン語

没入体験を提供することが出来ます。

異なったロケーションを組み合わせて、

様々な地方、アクセント、地方伝統を

知りながら素晴らしい人生体験を作り

出しましょう。

 

貴方はこの言語旅行をクラスを欠席する

ことなく、追加コストなしで続けること

が出来ます。新しい場所、味、素晴らし

いスペイン料理を発見し、魅力的な地区

を散歩し、歴史的な瞬間を再現し、美し

く自然な周囲の環境を探検しましょう。 
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スペイン又はラテンアメリカ

スペインとラテンアメリカでの32のロケーション

スペイン語の魂
スペインとラテンアメリカ

スペイン語を学ぶ
ENFOREXで学ぶ
トップ8の理由
1. 個人化

私達のフレキシブルな言語コースは年間を通して毎週月曜

日に始まります。貴方の興味とニーズに合わせて個人化す

ることができます。13か国中の32ロケーションから組み合

わせていつどこでどのように学ぶか自分自身で独自のコー

スを作り上げることができます。又、宿泊地に関しても自

分の家から離れたところでアットホームに過ごせる場所を5

つのオプションから選んで個人化することができます。

8. 国際的

貴方は滞在中に80ヶ国以上の学生と言語旅行や体験を共

有することができます。新しい国、文化、言語を発見し

て一生涯の友達を作りましょう。 

7. 最高のロケーション

私達の学校はスペイン語圏の国で最も活発な都市の中心部

に位置しています。12か国32都市から選びましょう。私達

の学校は現代的な内部、社交的なスペース、好意的なスタ

ッフに誇りを持っています。すべての学校は町の中心部に

位置しています。

5. 体験

スペイン語を学ぶのはクラスを受けることだけではありま

せん。それは忘れがたい人生体験をすることです。地元の

人々と交わりながら新しい国、文化、習慣を探究すること

です。街中を散歩したり、地元の食市場で買い物したり、

賑やかなナイトライフを体験することです。異なったロケ

ーションを組み合わせてクラスを休むことなく貴方の体験

を向上させましょう。 

2. 認定学校

私たちの学校は最も高い標準を持ち合わせているので、

世界的に権威のある組織に認定されています、その一つ

のセルバンテス協会はスペインとラテンアメリカの全て

のENFOREXを認可しています。又私達のインテンシブスペ

イン語コースでは世界の200校以上の大学に公式単位を提

供しています。 

4. インタラクティブな少人数グループ

私達のクラスは3人から最高10人までの少人数クラスなので参

加型対話的コミュニケーションが可能です。私たちの多様な可

能性は「試された体験」で経験豊かな優秀な教師陣から成り立

ちます。貴方の言語成功は彼らのモチベーションとなります。

文化ワークショップは最高15人のグループクラスです。

6. 完全なサービス

私達は外国留学は一つの冒険で、忘れがたい思い出を作る

ことだと知っています。それで私達は幅広く多様で楽しい

アクティビティとエクスカーションを提供しています。そ

れから私達の親切なスタッフは常に旅行の詳細、宿泊の手

配、ビザ申請のお手伝い、空港ピックアップなどのお手伝

いを致しております。

3. 学生中心

私達は個人化した学生中心アプローチ教育を採用していま

す。そこで教師と生徒が学習環境の中で積極的に関わり合

うことができます。

私達の経験豊かでやる気満々の教師陣は、様々な教育メソ

ッドで訓練され生徒一人ひとりの学習ニーズに応じます。 

私達はあらゆる年齢、様々な国籍の生徒がユニークな教育と体験を通して彼らの夢を

叶えることを励まします。

スペイン語世界のスペイン語
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1989年創立

スペイン語キャンパス
アリカンテ  |  バルセロナ  |  グラナダ  |  マドリード  |  マラガ  |  マルベージャ  

サラマンカ  |  セビーリャ  |  テネリフェ  |  バレンシア

ラテンアメリカのロケーション
アルゼンチン  |  ボリビア  |  チリ  |  コロンビア  |  コスタリカ  |  キューバ 

ドミニカ共和国  |  エクアドル  |  グアテマラ  |  メキシコ  |  ペルー  |  ウルグアイ

国際サマーキャンプ

ヘッドオフィス 
Gustavo Fernández Balbuena, 11
28002 マドリード | スペイン
電話:+34 91 594 37 76

info@enforex.com
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世界のENFOREX

私達はスペイン文化の参照になることによって人々に活発な人生を与えます。

www.enforex.com/japanese



国際サマーキャンプ

7月と8月  |  全て込み  |  5歳から17歳まで 

60％のスペイン人生徒と一緒 

過去二十八年間、Enforexは例のない国際サマーキャンプを年間

4,000人以上の生徒をベースに提供してきました。私達のサマーキ

ャンプは文化のるつぼで、キャンパーの半数はスペイン人、残り

の半数は80ヵ国以上の異なった国籍を持つ生徒たちです。私達の8

つのキャンプ場はスペインでベストロケーションの6つにあり、最

高の設備を整えています。キャンパー達は一生忘れることが出来

ない思い出に残る夏を体験をするために言語学習と文化没入を組

み合わせます。私達の教育モデルは協調学習によって国際的な生

徒たちがスペイン語を学ぶことを助長することに置いています。 

ジュニアプログラム

1月、6月、7月  |  14歳から18歳まで

私達の特別グローバル・ジュニアプログラムは14歳から18歳まで

の同年齢の生徒たちと文化言語体験をしたいという生徒達のため

にデザインされています。

プログラムはユニークな文化活動、スポーツ、エクスカーション

とユニークな学習法を採用した素晴らしい教師陣による週20のス

ペイン語クラスが組み合わされています。

生徒達は学生レジデンス又はホストファミリーで監視下で滞在す

ることが出来ます。

私達の国際サマーキャンプとジュニアプログラムで60％

スペイン人の生徒と一緒に忘れがたい体験をしよう!

www.enforex.com/japanese/summercamps

ホームステイ/ホストファミリー

文化交流を最大限に体験できるのは親切で

おもてなしのあるファミリーと生活するこ

とです。地元文化に対する洞察力を得て、

一生涯の友達を作り、地元の習慣や会話表

現を楽に覚えたりできます。Enforexのホ

ストファミリーは町の中心地の住宅街にあ

り、学校の校舎からも近く、公共交通機関

も便利な所にあるので町を一回りすること

も簡単です。

学生レジデンス

学生レジデンスで生活体験をした学生は皆

口を揃えて人生を変える体験をしたと言っ

ています。廊下に出れば友達に会えるし、

アットホームな環境の中で素晴らしい友達

と生活し、外出したり、閑静な場所へ勉強

をしに行ったりすることができるのは学

生レジデンスで生活をする特権です。そ

して世界中から集まる友達と知り合って

一生涯の友情を築き、留学生活を満喫す

ることが出来ます。大変ユニークな体験

で、Enforexの全ての利点を貴方のニーズ

に合わせることが出来ます。

学生シェアアパート

Enforexのシェアアパートでは国際的な仲

間と一緒に独立した生活をすることが出来

ます。私達の全てのシェアアパートは町の

中心部に位置しているので学校に近く、公

共交通機関にも便利です。シングル、ダブ

ル、トリプルルームから選ぶことが出来ま

す。国際的な友達を作り、仲間と一緒に

Enforex体験をしたいという人に最適です。

貴方のスペイン、又はラテンアメリカでの

日常の文化的な冒険をシェアして一生涯の

友達を作りましょう。 

グラナダ | サラマンカ 週価格

ダブルルーム、 ハーフボード €139

ダブルルーム、 フルボード €169

シングルルーム、 ハーフボード €159

シングルルーム、 フルボード €189

アリカンテ | セビーリャ | バレンシア

ダブルルーム、 ハーフボード €169

ダブルルーム、 フルボード €199

シングルルーム、 ハーフボード €189

シングルルーム、 フルボード €219

マラガ | マルベージャ

ダブルルーム、 ハーフボード €199

ダブルルーム、 フルボード €229

シングルルーム、 ハーフボード €219

シングルルーム、 フルボード €249

バルセロナ | マドリード | テネリフェ

ダブルルーム、 ハーフボード €209

ダブルルーム、 フルボード €249

シングルルーム、 ハーフボード €239

シングルルーム、 フルボード €279

グラナダ | サラマンカ 週価格

ダブルルーム、 朝食付き €149

ダブルルーム、 ハーフボード €179

ダブルルーム、 フルボード €209

シングルルーム、 朝食付き €189

シングルルーム、 ハーフボード €219

シングルルーム、 フルボード €249

マラガ | セビーリャ | バレンシア

ダブルルーム、 朝食付き €219

ダブルルーム、 ハーフボード €249

ダブルルーム、 フルボード €279

シングルルーム、 朝食付き €269

シングルルーム、 ハーフボード €299

シングルルーム、 フルボード €329

バルセロナ | マドリード

ダブルルーム、 朝食付き €239

ダブルルーム、 ハーフボード €279

ダブルルーム、 フルボード €309

シングルルーム、 朝食付き €279

シングルルーム、 ハーフボード €319

シングルルーム、 フルボード €349

アリカンテ | グラナダ | マルベージャ 週価格

ダブルルーム €89

シングルルーム €149

アリカンテとマルベージャのハイシーズン
割増料金 (2018/06/16-08/19) €45

セビーリャ | サラマンカ

ダブルルーム €89

シングルルーム €149

セビーリャ島でのハイシーズン追加料金
(2018/03/24-04/01) €45

マラガ | テネリフェ | バレンシア

ダブルルーム €99

シングルルーム €159

テネリフェ島でのハイシーズン追加料金
(2018/01/13-02/25) €45

バルセロナ | マドリード

ダブルルーム €139

シングルルーム €199

スペインでスペイン語を学ぶ 学生宿泊施設 キッズ、ジュニア、ティーンズ
ラテンアメリカで 
スペイン語を学ぼう

開始日

バルセロナ  |  サラマンカ

1月7日、6月17日、7月1日、7月15日、7月29日

マドリード  |  マラガ

6月17日、7月1日、7月15日、7月29日

レベル: 全てのレベル. グループ数: 最少3人最高15人.

全て込み: 2週20クラス、学生レジデンス又はホームステイ宿泊、教科書、週1日週

末エクスカーションと週4回午後のアクティビティ。

生徒達は学校内、滞在地、アクティビティでは監視されています。

週/20クラス

マラガ | サラマンカ

2週間 €995

4週間 €1,995

追加週 €550

追加週/10時間スペイン語クラス€180

バルセロナ | マドリード

2週間 €1,195

4週間 €2,395

追加週 €660

追加週/10時間スペイン語クラス€180

開始日

バルセロナ  |  マルベージャLas chapas  |  マルベージャELviRia

7月1日-14日、7月15日-28日、7月29日-8月11日、8月12日-8月25日

マラガ  |  サラマンカ  |  バレンシア

7月1日-14日、7月15日-28日、7月29日-8月11日

マドリード  |  マルベージャcENtRO

7月1日-14日、7月15日-28日

レベル: 全てのレベル. グループ数: 最高15人

全て込み: 週20クラス、学生レジデンス又はホームステイ宿泊、フルボード、アク

ティビティ、一日4食、ワークショップ、エクスカーション、本、教材、健康保

険、スポーツ、24時間監視

 
オーバーナイト・レジデンスキャンプ又はホームステイ 週/20クラス

マルベージャLas chapas | マルベージャELviRia | サラマンカ

2週間 €1,250

4週間 €2,250

6週間 €3,375

8週間 (マルベージャLas chapas | マルベージャElviria) €4,475

マドリード | マラガ | マルベージャcENtRO | バレンシア  

2週間 €1,490

4週間 €2,690

6週間 (マラガ | バレンシア) €4,150

バルセロナ

2週間 €1,590

4週間 €2,850

6週間 €4,290

8週間 €5,720

追加週（バルセロナ、マドリード、マラガ、マルベージャcentro、バレンシア: €995
追加週（マルベージャLas chapas、マルベージャElvira、サラマンカ: €795

インテンシブ20

週20グループクラス

このプログラムは出来るだけ早くスペイン語の流暢性を身に付けて

会話能力を高めたいという生徒のためにデザインされています。個

人のニーズに合わせて補講クラスを付け加えたり、町や文化を探検

する時間を費やすことができるように柔軟性を持ってプログラムを

作ることが出来ます。 

アリカンテ | グラナダ | マラガ
マルベージャ | サラマンカ | セビーリャ | バレンシア

バルセロナ
マドリード

コース期間 週価格 週価格

1-4週間 €169 €179

+5週間 €159 €169

+12週間 €149 €159

+32週間 €139 €149

私達のコースは毎週月曜日に開講されます。最高10人まで（平均6人）の少人
数制グループで個人化されたモチベーション効果のある学習法方法を取り入

れています。全てのレベル（a1-c2)で、1クラスは55分です。

お問い合わせ下さい! お手伝い致しま
す。そして生涯にまたとない冒険を始め
ましょう! info@enforex.com

インテンシブ30

週20グループクラス+5スペイン文化と会話ワークショップ+5プライベート又

はセミプライベートクラス

私達のインテンシブ30コースはグループクラスとセミプライベート

クラスを組み合わせて貴方のスペイン語クラスをスタートしてゴー

ルに到着したいと言う人に理想的です。このコースは週に20インテ

ンシブグループクラス、5スペイン文化と会話ワークショップ、5プ

ライベート又はセミプライベートクラス（1～4人生徒）が含まれて

います。セミプライベートクラスは貴方が最も上達したい分野に焦

点を置くことができる特別に作られたクラスです。 

アリカンテ | グラナダ | マラガ
マルベージャ | サラマンカ | セビーリャ | バレンシア

バルセロナ   
マドリード

テネリフェ*

コース期間 週価格 週価格

1-4週間 €295 €305

+5週間 €285 €295

+12週間 €275 €285

+32週間 €265 €275

* テネリフェでは週€20の割増し料金がかかります。

インテンシブ25

週20グループクラス+5スペイン文化と会話ワークショップ

私達の最も人気のあるインテンシブプログラムはダイナミックでイ

ンタラクティブなスペイン語コースを希望する生徒のためにデザイ

ンされています。インテンシブスペイン語20プログラムに付け加え

て5レッスンの文化と会話ワークショップがあります。クラスの生徒

数は平均6人で最高10人までです。スペイン語文化とワークショップ

クラスの生徒数は最高15人までです。

アリカンテ | グラナダ | マラガ
マルベージャ | サラマンカ | セビーリャ | バレンシア

バルセロナ   
マドリード 

 テネリフェ*

コース期間 週価格 週価格

1-4週間 €189 €199

+5週間 €179 €189

+12週間 €169 €179

+32週間 €159 €169

* テネリフェでは週価格€16(1-4週間)と€11(+5週間)の割増料金がかかります。

20以上のコースを提供: www.enforex.com

その他の料金 (ダブル又はシングルルーム)

追加日、 食事なし一日€45

特別食事リクエスト (例: 乳糖不耐症...) 週€25

プライベートバスルーム グラナダの
レジデンスに含まれる  

週€55
詳細、スポーツ、特別キャンプ、ピックアップサービス、その他のサービスに関しては
info@enforex.com　までお問い合わせ下さい。

インテンシブ15

週15グループクラス

このプログラムは短時間でスペイン語没入コースを受けたいという

生徒に向けられています。バルセロナとマドリードで年間を通して

毎月第一月曜日に開講されます。少なくとも4週間の滞在が必要で

す。生徒は毎日午後3時間のクラスを受講します。クラスの人数は最

少6人、最高15人。レベル(a1-B2)

バルセロナ
マドリード

コース期間 週価格

1-4週間 €129

+5週間 €119

+12週間 €119

+32週間 €119

* 6月、7月、8月は€35の割増料金がかかります。

新しい言語を学ぶということはその周りを囲む文化を発見すると

いうことです。それでEnforexの全てのロケーションでは毎週午後

と週末の文化アクティビティとエクスカーションを数多くオーガ

ナイズしています。貴方は独特な方法で町に滞在しながら、地元

の人が日常生活でどのように言語を使っているのかその本質を探

ることができます。アクティビティとエクスカーションは季節に

合わせて多様にオーガナイズしています。滞在中に私達が提供で

きることをもっと知るためにこちらまでご連絡下さい。 

info@enforex.com

いくつかの実例

• 美術館（レイナ・ソフィア、プラド美術館、フィゲラス、ダリ

美術館、ティッセン、考古学美術館など）

• 冒険体験

• タパス試食

• 週末エクスカーション

• 文化アクティビティ

• 市内観光

• 午後のアクティビティ

• カンプノウ、 

サンティアゴベルナベウ

• スペインのお祭り

• スポーツ

学ぶ、生活する、
そして探検する

www.enforex.com

プログラムとサー
ビスについて
もっと知ろう。

パンフレットを
ご請求ください。

学校のアクティビティと

エクスカーション

Wi-Fi無料

インターネッ
ト接続

学校から10分-25分
の距離

寝具とタオル
含まれる

アメニテ
ィグッズ

特別食事ダ
イエット

提供

100％保証

ラテンアメリカでの驚くべき冒険の生活は

アンデス山脈の頂上、アマゾンの熱帯多雨

林、インカの廃墟、植民地風の町にありま

す。Enforexでは12か国の歴史的な22都市

から選んで、又は組み合わせてユニークな

体験をすることができます。一つの国から

他の国へと幅広い文化の違いを満喫して下

さい。そして異なったスペイン語のアクセ

ントを通してコミュニケーションしながら

自分自身に対する自信を付け、一生涯の友

達を作りながら忘れがたい思い出を作り出

しましょう。Enforexでは貴方が夢見た旅

をオーガナイズ致します。さあ、生涯の冒

険に乗り出しましょう。

アルゼンチン
ブエノスアイレス 

コルドバ

ボリビア
スクレ

チリ
サンティアゴ　デ　

チレ

コロンビア 
ボゴタ

カルタヘナ　デ　イン
ディアス

コスタリカ 

サント　ドミンゴ　デ
　エレ ディア
プラヤ　ハコ

キューバ 

ハバナ
サンティアゴ　デ キ

ューバ 
トリニダード

ドミニカ共和国
サントドミンゴ

ソスア

エクアドル 

キト

グアテマラ
アンティグア

メキシコ
オアハカ 

グアナファト
プラジャデルカルメン

ペルー
クスコ

ウルグアイ
モンテビデオ

ラテンアメリカは素晴ら

しい冒険の舞台となる


