
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadian Sports Business Academy 
カナディアン・スポーツ・ビジネス・アカデミー（CSBA） 
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 募集プログラム・コース・就学期間                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入学資格について                                                   

 

プログラム コース 
入学 5月入学 11月入学 

期間 1年 2年 半年 １年半 半年 1年 短期 

スノースポーツ 

プロフェッショナル 

スノーボード 

アスリート ○ 〇          

ジュニアアスリート 〇 〇          

インストラクター 〇 〇     〇   〇 

スキルアップ         〇   〇 

ビギナー 〇 ○         〇  

スノースポーツ 

プロフェッショナル 

スキー 

アスリート 〇 〇          

ジュニアアスリート 〇 〇          

インストラクター 〇 〇     〇   〇 

スキルアップ         〇   〇 

ビギナー 〇 ○         〇  

スポーツトレーナー 〇 〇           

ESL  〇    〇  〇 

アウトドア マウンテンバイク     〇         

ゴルフ 
コア/ジュニアアスリート     〇       〇 

CPGAプロ資格取得       〇       

マルチ 
アウトドア 

＋ 
スノーボード 

○ ○          
ゴルフ スキー 

シニア             〇 

インターンシップ 

スノーボード 

＋ インターンシップ ○             スキー 

トレーナー 

1. 入学資格（ジュニアを除く全てのコース） 

 

1. 高等学校卒業資格者もしくは高等学校卒業に準ずる証明書を持つ者 

入学希望者が上記を所持しない場合、当校長と面談の上、入学が認められる。 

2. 入学希望者は１７歳以上とする。 ただし ESL プログラムは１５歳以上。 

3. 入学希望者は願書を記入し提出する。 

4. 入学希望者は医師免許をもった医師が行なった健康診断証明書を提出する。（12週間以下の短期を除く） 

5. 当校の規則及び方針を読み、了承した上で署名をする。 

6. 入学希望者は英語のオンラインテストを受験し、ESL を除く全てのプログラム参加には、一定の水準が必要。 

 
２．ジュニア（１７歳以下）の入学資格者について 

 

（１）入学条件  

    

  学校長あるいは代理人との面談の上、入学を認める場合があります。 

1. 本人自らが本校の方針を理解していること。 

2. 本人自らがプログラムの目的、目標を理解し、本人の希望と一致していること 

3. 入学願書と小論文、及び 中学校（または高校）の最終学歴成績・出欠記録の

内申書を提出すること。 

4. 保護者は本人に関する情報を正しく報告すること。 

5. 学校長あるいは代理人が、上記全ての項目を理解したと判断した場合。 

6. スノースポーツプロフェッショナルプログラム入学希望者は各スポーツ経歴、 

所属チームコーチの推薦状、ビデオのうち2 つを提出すること。 

7. .ホームステイに関しての同意書に、保護者が承諾すること。 

 

 

 

 

（２）コース期間について 

 

１７歳未満の入学希望者は、１年コースを希望する場合、５月入学から７月末（１学

期終了時）をテスト期間とし、７月末に１年間在学を認めるかどうかの判断をいたしま

す。学費は通常の生徒と同様に入学時に全額お支払いいただきます。在学の継続が

認められない場合は、１学期終了後、２週間以内に帰国となります。その場合は本校

が定めるキャンセル料返金の規定に基づき、返金いたします。退学後は本校が後見人

となりました学生ビザは無効となり、そのままカナダに滞在することは認められません。その

他、問題がある場合は、通常の生徒と同様に学校規則に従い対処致します。 

 

（３）保護者代理費用について 

  

学費・宿舎費のほかに、保護者代理費用として初めの３ヶ月は毎月＄500、以降 

19歳の誕生日を迎えるまで毎月＄350が必要です。BC州における未成年（19歳

未満）の入学希望者に対しては、授業に限らず、私生活なども含め定期的に指

導を行います。 

 

（４）現地お小遣の管理に関して 

 

１７歳以下（ジュニア生）に限り、お小遣の管理をお手伝いさせて頂きます。

現地銀行に口座を開設し、ご自身とご家族の皆さまで管理できるように致しま

す。ご本人のおこづかいの明細が分かるように、スタッフがお手伝いさせて頂

きます。   

   



 入学願書提出から出発まで                        

 

 

留学手続き書類の送付 

入学願書、入学同意書をWebサイトwww.canada-sports.net の入学願書入力フォームより提出。 

http://www.canada-sports.net/web/09_enrollment/index.html 

ＣＳＢＡ本校よりE-Mailにて願書提出後のご案内（下記書類）をお送りします。 

 申込金納付書（請求書）、学費納付書（請求書）、各書類及び同意書の入力方法、健康診断書、 

 学生ビザ申請のご案内、他 

申込金C$1,000を銀行振込みにてお支払い下さい。 

 申込金は学費に充当されます。 申込金は納付後の返金は致しません。 

 入学キャンセルの場合は、申込金がキャンセル料金となります。 

 
１．ＣＳＢＡ本校より英語のオンラインテストをお送りします。 ESLプログラム以外のプログラムへの入学はこのテストで一

定水準を超える結果を出すことが必要となります。 

２．小論文の提出。 

３．最終学歴の証明書（高校、大学など）の提出。 

＊スノースポーツプロフェッショナルプログラムへ入学希望の未成年者は各スポーツ経歴、所属チームコーチの推薦状、ビデオ

の３つのうち２つの提出が必要となります。以上を確認の上、入学許可証を発行します。 

留学手続きに必要な書類を指定のサイトより入力してください。 

CSBA本校より、渡航手続きについて書類を添付いたします。 

１．学生ビザ申請時までに、各自でパスポートを用意します。               

  パスポート有効期限は、カナダ出国予定日＋１日以上必要となり、 有効期限が少ない方は新しいパスポートを用意します。  

２．学生ビザの手配を開始してください。提携しているコンサルタントを紹介させていただきます。 

  尚、コンサルタント料はご自身でご負担ください。金額は未成年と成人とで異なります。 

  ビザの申請は入学の６ヶ月前から申請できます。 

  申請から取得までの平均は４週間程度ですが、個人によっては、それ以上の期間が必要な場合もあります。 

３．航空券の手配をします。（＊学生ビザ受理レター取得後） 

４．海外留学生保険の手続きをします。（＊学生ビザ受理レター取得後） 

 
学費納付書（請求書）に記載された納付先に、学費を銀行振込みにて納入して下さい。 

 カナダドルでの納入と日本円での納入のどちらかを選んで納入します。 

 納入期限：入学式の４５日前まで 

 ＊ 入学より４５日以内の申し込みの場合には、申込金を省き学費を納入して頂きます。 

ＣＳＢＡ東京にて出発前の説明会を、入学式の約１ヶ月前に行います。 

 出発準備、出発案内、現地情報、現地の生活や授業などの説明やご質問に回答します。 

入学日の前日（月曜日） 

 各空港にて集合し搭乗手続きを行ない出発します。（空港によっては各自での搭乗手続きの場合もあります。） 

日本発の同日（月曜日） 

 バンクーバー国際空港にて日本人スタッフが出迎えます。空港より、チャーターバスでウィスラーへ移動します。 

 本校に到着、説明後、日本人スタッフが付き添い各宿舎へ向かいます。 

申込金(C$1,000)の納付 

 

留学手続き書類の提出 

出発説明会 

日本出発 

       

渡航手続きの開始 

入学許可書の発行 

 

カナダ・ウィスラー到着 

 

入学願書提出 

学費納付 

 

入学資格の確認 

 

 
 

ＣＳＢＡ本校より 入学許可書を発行・送付いたします。 

 入学許可書は学生ビザを取得するために必要なものです。 

 海外へ留学することの証明書となりますので、大切に保管してください。 

 



 学費一覧表 1年・1年半年・2年・6ヶ月                                                                 

来年度に入学する場合の料金は、下記の通りです。 

プログラム コース 期間 
学費合計（授業料＋施設使用料＋教材費） 

カナダドル 

 

スノーボード 

アスリート 

ジュニアアスリート 

1年 $27,900 

2年 
1年次 $27,900 

2年次  $22,300 

スノースポーツプロフェッショナル 

1年 $27,900 

2年 
1年次 $27,900 

2年次  $22,300 

6ヶ月 $14,800 

スキルアップ 6ヶ月 $14,800 

 

スキー 

 

 

アスリート 

ジュニアアスリート 

1年 $27,900 

2年 
1年次 $27,900 

2年次 $22,300 

スノースポーツプロフェッショナル 

1年 $27,900 

2年 
1年次 $27,900 

2年次  $22,300 

6ヶ月 $14,800 

スキルアップ 6ヶ月 $14,800 

スポーツトレーナー 

    

 

1年 $23,700 

2年 
1年次 $23,700 

2年次  $18,800 

イ ン タ ー ン シ ッ プ 1年 $13,800 

アウトドア マウンテンバイク 6ヶ月 $14,800 

ゴルフ コア/ジュニアアスリート 6ヶ月 $18,100 

ＣＰＧＡ プロ資格取得 1年6ヶ月 $32,800 

マルチ 

 テニス＋ スノーボード  

6ヶ月＋6ヶ月 計1年 

$24,650 

テニス＋ スキー $24,650 

アウトドア＋ スノーボード $22,990 

アウトドア＋ スキー $22.990 

ゴルフ＋スノーボード $31,200 

ゴルフ＋スキー $31,200 

 

ESL 

ESL １年 $20,600 

ESL＋スキー １年 $32,550 

ESL＋スノーボード １年 $32,550 

ウィスラー高校進学 

 アスリート 

 ビギナー 

4年3ヶ月 

１年3ヶ月 $34,300 

高校1年次 $21,800 

高校2年次 $21,800 

高校3年次 $21,800 

 

＊ 入学願書（入学同意書 英文ENPROLMENT CONTRACT）に記入する項目の授業料の欄には、上記一覧表の学費内訳の授業料の金額を記入します。 

＊ 日本円でのお支払い、又は、カナダドルでのお支払い のいずれかを選択することができます。 

＊ スノースポーツプロフェッショナル１年、２年の学費にはリフト券（春、夏、冬シーズンパス）、スノーボードは冬季の大会などの遠征、スキーはCSIAハイパフォーマンスキャンプの遠

征費用それぞれ１回分が含まれます。遠征費用には交通費、宿泊費、食費、現地リフト券代、キャンプあるいは大会参加費用が含まれます。 

＊ ゴルフプログラム１年半の学費には、８月のオカナガン遠征費用（交通費、宿泊費、食費、現地でのゴルフ３ラウンドグリーンフィー）、1月のフロリダまたはアリゾナ遠征費用（航空券、

交通費、宿泊費、食費、現地でのゴルフ５ラウンドグリーンフィー）、ニクラウスノースGCでのグリーンフィー（平日8時半までのスタート及び曜日に関係なく2時半以降のスタート）、

９月〜１１月のスコーミッシュGCグリーンフィー（1時以降）が含まれます。 

＊ 施設使用料には、次の使用料が含まれます。教室、インターネット、ビデオカメラ、チューンナップ（アイロン、 バイス）、学校内のロッカー、スポーツ用品、プロジェクターなど。 

＊ ウィスラー高校進学プログラムの高校1年～3年次の学費は、高校の授業料となります。高校に通学しながらＣＳＢＡでのサポート料（高校の授業がない日のＣＳＢＡ授業参加費用、 

年間フィジカルトレーニング管理費用、高校での授業進行状況の管理、本校内のロッカー、チューンアップ施設使用料）が含まれています。 

★バンクーバー空港 → ウィスラー本校 → 宿舎までに片道交通費ならびに到着時のオリエンテーションとして、別途$250.00がかかります。 

★ウィスラー宿舎 → バンクーバー空港までの交通をご希望の場合は現地にてお尋ね下さい。 

  宿舎費 1年・1年半年・2年・6ヶ月                                                                                        
6ヶ月以上 

    ホームステイ シェアハウス 

    毎日３食付き 毎日３食付き 食事なし（自炊） 

    １人部屋 2人部屋 １人部屋 ２人部屋 ３人部屋 

夏季 半年 宿泊手配料 $340  $340  $340  $340  $340  

入学式の前日 宿泊料 $9,000  $6,600  $5,100  $4,200 $3,900  

～ 食費 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる  －   －   －  

10/31まで  光熱費（夏） 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる 

  合計額 $9,340  $6,940 $5,440  $4,540  $4,240  

冬季 半年 宿泊手配料 $340  $340  $340  $340  $340  

入学式の前日 宿泊料 $9,000  $7,800  $6,000  $4,800  $4,200  

～ 食費 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる －  － － 

4/30まで  光熱費（冬） 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる 宿泊料に含まれる 

  合計額 $9,340  $8,140  $6,340  $5,140  $4,540  

1年間の合計 $18,680 $15,080  $11,780  $9,680 $8,780  

＊ シェアハウスで2人部屋以上をご希望の場合、シェアメイトが途中で退出された場合は1人部屋の料金をお支払いいただきます。（例）最初３人部屋料金→1人退出→２人部屋の料金 

＊ 1年間の合計について：半年ごとに変更することも可能です。 （例）夏：ホームステイ、冬：シェアハウス3人部屋など。 

＊ 契約期間全て最長６ヶ月までとします。６ヶ月の計算方法は、到着月が一ヶ月目と計算します。６ヶ月ごとに宿泊手配料がかかります。 

＊ 一年間のプログラムに参加し、６ヶ月後に宿泊を変更しない場合でも本校と宿泊先との契約更新手続きのために宿泊手配料がかかります。 

＊ 冬季宿泊手配は入学最低２ヶ月前にはお申し込みください。２ヶ月以内でのお申し込みの場合、上記宿泊費用で対応できない場合がありますのでご了承ください。 



 学費・宿舎費 短期（１週間～１２週間）                                 

学費 

申請料 申請料  $160.00 

プログラム 期間 授業料 施設使用料 合計 

◆ スノーボード 

◆ スキー 

◆ アウトドア 

 

1 週間 $1,040.00 $500.00 $1,540.00 

2 週間 $1,960.00 $900.00 $2,860.00 

3 週間 $2,650.00 $1,200.00 $3,850.00 

4 週間 $3,220.00 $1,400.00 $4,620.00 

5 週間 $3,680.00 $1,600.00 $5,280.00 

6 週間 $4,140.00 $1,800.00 $5,940.00 

7 週間 $4,600.00 $2,000.00 $6,600.00 

8 週間 $5,005.00 $2,200.00 $7,205.00 

9 週間 $5,410.00 $2,400.00 $7,810.00 

      10 週間 $5,815.00 $2,600.00 $8,415.00 

      11 週間 $6,330.00 $2,800.00 $9,130.00 

      12 週間 $6,845.00 $3,000.00 $9,845.00 

 

 

 

 

 

◆ ゴルフ 

 

1 週間 $1,440.00 $650.00 $2,090.00 

2 週間 $2,465.00 $1,000.00 $3,465.00 

3 週間 $3,435.00 $1,350.00 $4,785.00 

4 週間 $4,340.00 $1,600.00 $5,940.00 

5 週間 $5,190.00 $1,850.00 $7,040.00 

6 週間 $6,040.00 $2,100.00 $8,140.00 

7 週間 $6,885.00 $2,300.00 $9,185.00 

8 週間 $7,675.00 $2,500.00 $10,175.00 

9 週間 $8,410.00 $2,700.00 $11,110.00 

      10 週間 $9,090.00 $2,900.00 $11,990.00 

      11 週間 $9,770.00 $3,100.00 $12,870.00 

      12 週間 $10,450.00 $3,300.00 $13,750.00 

 

● 施設使用料には、以下の使用料が含まれます。 

  教室、インターネット、ビデオカメラ、チューンナップ（アイロン、 バイス）、学校内のロッカー、スポーツ用品、プロジェクターなど。 

＊日本円でのお支払い、又は、カナダドルでのお支払い のいずれかを選択することができます。 

 

  宿舎費 短期（1週間～１２週間）                        
１週間～１２週間 

   

＊ シェアハウス２人部屋を希望される場合には、ご相談ください。 

 ただしシェアハウスで2人部屋をご希望の場合、シェアメイトが途中で退出された場合は1人部屋の料金をお支払いいただきます。 

（例１）最初２人部屋料金→１人退出→１人部屋の料金 

 

＊ バンクーバー空港 → ウィスラー本校 → 宿舎までの片道交通費ならびに到着時のオリエンテーションとして 上記宿泊費用に加え、別途$250.00がかかります。 

（ウィスラー宿舎 → バンクーバー空港までの交通をご希望の場合は現地にてお尋ね下さい。） 

＊ 日本円でのお支払い、又は、カナダドルでのお支払い のいずれかを選択することができます。 

＊ 短期の滞在の場合、年末年始を含むハイシーズン（１２月から３月末まで）に関し、宿舎によっては特別料金が加算される場合があります。 

 

 冬期(11月～4月) 夏期（5月～10月） 

宿舎のタイプ 

シェアハウス 

 1人1部屋 

食事なし（自炊） 

ホームステイ 

1人1部屋  

毎日3食付 

シェアハウス 

 1人1部屋 

食事なし（自炊） 

ホームステイ 

1人1部屋  

毎日3食付 

宿泊手配料 $340.00 $340.00 $340.00 $340.00 

         1 週間（6泊）   $410.00   $450.00   $360.00   $430.00 

2 週間（13泊）   $800.00   $900.00   $700.00   $850.00 

3 週間（20泊） $1,100.00 $1,340.00   $980.00 $1,260.00 

4 週間（27泊） $1,350.00 $1,650.00 $1,190.00 $1,620.00 

5 週間（34泊） $1,650.00 $2,090.00 $1,440.00 $2,030.00 

6 週間（41泊） $1,950.00 $2,500.00 $1,690.00 $2,440.00 

7 週間（48泊） $2,250.00 $2,910.00 $1,940.00 $2,850.00 

8 週間（55泊） $2,550.00 $3,320.00 $2,190.00 $3,260.00 

9 週間（62泊） $2,850.00 $3,720.00 $2,440.00 $3,660.00 

        10 週間（69泊） $3,150.00 $4,120.00 $2,690.00 $4,060.00 

11 週間（76泊） $3,450.00 $4,520.00 $2,940.00 $4,460.00 

12 週間（83泊） $3,750.00 $4,920.00 $3,190.00 $4,860.00 

1泊延泊代 $70.00 $80.00 $60.00 $75.00 



 学費・宿舎費 以外に必要な費用について                                    

１ 往復航空券 １２万円 ～ ２８万円 前後   （注：時期により価格が変動します） 

 

日本発（成田・羽田・関空）→ バンクーバー空港までの航空券は、ＣＳＢＡの提携会社での手配でも、ご自身での手配でも構いません。 

ＣＳＢＡの提携会社で手配するのは、エアーカナダ(ＡＣ)/JALバンクーバー直行便の１年オープンチケット・エコノミークラスの航空券です。 

1年オープンチケットは帰国日の変更が可能な往復航空券です。 

各コース・プログラムともに、入学式の前日にバンクーバー空港に到着するようにします。 

短期（～12週間以下）の場合は、プログラム開始週の月曜日の午前中にバンクーバー空港に到着するようにします。 

1年有効航空券往復：諸経費を含めて１２万円 ～ ２８万円 （搭乗時期・航空会社によって変動があります） 

片道航空券：９万 ～ １５万円 （搭乗時期・航空会社によって変動があります） 

 

2 海外留学生保険  【１２ヵ月】１５万 ～ ２５万円 前後  【６ヶ月】６万 ～ ９万円 前後 

 
ケガや病気などの治療の場合、保険を利用することで現地での支払いを各自が一時負担することなく手続きすることができます。 

現地での手続きや国内での手続きの関係上、学校指定の保険に加入して頂くことを推奨しています。  

 

3 ブリティシュコロンビア州 医療保険MSP    【１ヵ月】＄７５  

 
学生ビザを保有してカナダに6ヶ月以上滞在する際には、州の医療保険（MSP）への加入が必須となります。 

ただし成人（１９歳以上）に関しては、海外旅行保険の加入でMSPが免除されます。手続きは入国後に、ご自身で行なって頂きます。 

 

4 学生ビザ申請にかかる費用  ４万〜１１万円 前後（年齢等により異なる） 

 
日本国籍のパスポートを所持する場合 

カナダでの就学が６ヶ月以上の場合に学生ビザの取得が必要となり、1年の場合は必ず学生ビザを取得する必要があります。 

半年と短期の場合、基本的には学生ビザを申請する必要はありませんが、引き続き就学を希望する場合や滞在期間などにより異なります。 

上記の日数以内であっても、カナダ入国にはeAT(電子渡航認証)が必要となります。 

また、パスポートの期限がカナダ出国予定日+1日以上が必要ですので、有効期限が足りない方は、新規のパスポートを取得してください。 

 

●ＣＳＢＡと提携している学生ビザコンサルタントに依頼する場合 

   ◆１９歳以上：コンサルタント料 $400 ◆１９歳未満：コンサルタント料：$700 学生ビザ申請に必要な後継人証明書（カナダ用）作成料。10,000円   

  ◆学生ビザ申請料 $150  ◆指紋認証料 $85 （年に１、２回 改定されることがあります：左記の金額は2019年10月1日現在の金額です） 

※注：上記金額の他にかかる書類作成、発行料はご負担ください。 

 ●ご自身で学生ビザを申請する場合カナダ大使館査証部ホームページにて申請方法をご確認ください。 

 ＷＥＢ： www.canadanet.or.jp 

                                     

５ 通学用バス定期券  １ヶ月 約５千円  

 
1ヶ月につき ＄５０    ＊トレーニングジム（メドゥパーク・スポーツセンター）へ行くバスも同じ定期券で利用できます。 

                                       

６ 
学費に含まれない追加プログラム・ライセンス受験費用・大会出場費用・スポーツ施設使用料 他  

 ￥ 0 ～  個人により異なる 

 
各コース・プログラムによっては、既に学費に含まれるものがあります。詳細はプログラム資料をご確認下さい。（Tax５％は含まれていません） 

 ●各種ライセンス受験費用       

 ●ゲートバスターズ レーシングスキー 冬期週２回               約＄749 

 ●ウィスラーバレースノーボードクラブ （冬期４４日まで）           約＄2,585         

●ブラッコムチーム（ フリースタイル/モーグル）冬期約全40回のトレーニング   約＄2,050        

 

７ 食費 

 
シェアハウスの場合は１ヶ月平均＄300-400前後。ホームステイの場合は必要ありません。 

                                        

８ 個人的な経費    

 
おこづかい、ノートパソコン、携帯電話（SIMフリーもしくはSIMロック解除済みの携帯準備を推奨しています。） 

＊ すべての費用一覧（学費、宿泊費）の他に、カナダ消費税が加算されます。 

 



 学期期間 1年・2年・半年・短期                    

１年コース (35週間) 

入学式 5月第2週目火曜日 

5月第2週目 夏季のオリエンテーション   

1学期 5月3週目～9週間   

  7月中旬～／2週間 (休暇) 

2学期   7月4週目～／9週間    

        10月～／約5週間 （休暇） 

     11月 1 週目 冬季のオリエンテーション  

3学期   11月 2週目～12月中旬／7週間   

        12月 4週目～／2週間 （休暇）          

        1月2週目～／2週間 

4学期  1月4週目～2月中旬／4週間 

      2月3週目～ ／1週間 （休暇） 

2月4週目～ ／4週間  

卒業式 3月 28日(予定) 

 

＊ 宿舎入居期間は5月 1週目～4月 30日となります。 

＊ 2年コースの2年目は、5月1週目がオリエンテーションとなり、それ以外の日程はWeb募集要項を参照く

ださい。 

＊ 上記以外にカナダの祝日（約12日間）はお休みです。 

 

夏季シーズンコース (18週間) 

入学式 5月第2週目火曜日 

5月第2週目 夏季のオリエンテーション   

1学期   5月3週目～／9週間   

  7月中旬～／2週間 (休暇) 

2学期   7月4週目～／9週間     

卒業式  9月26日(予定) 

＊  宿舎入居期間は5月 1週目～10月31日となります。 

＊  上記以外にカナダの祝日（約4日間）はお休みです。 

  

冬季シーズンコース (17週間) 

    11月第1週目 冬季のオリエンテーション  

3学期 11月 2週目～12月中旬／7週間   

        12月 4週目～／2週間 （休暇）          

        1月2週目～／2週間 

4学期  1月4週目～2月中旬／4週間 

      2月3週目～ ／1週間 （休暇） 

2月4週目～ ／4週間  

卒業式 3月 28日(予定) 

       

＊  宿舎入居期間は１１月第1週目～4月 30日となります。 

＊  上記以外にカナダの祝日（約8日間）はお休みです。 

 



  留学のためのマネープランニング                              

 

制度名 対象者 
融資額 

・利率 
返済期間 元金据置期間 お問合せ先 

日

本

政

策

金

融

公

庫 

国民生活事業 

教育ローン 

６ヶ月以上のプログラム入学者 

本人・保護者の収入が990万以下の方 

（事業所得者は770万以内） 

450万円 

以内 

1.71 ％ 

１５年 

以内 

在学期間中 

 
（返済期間に含む） 

教育ローン専用ダイヤル 

０５７０－００８６５６ 

または 

０３－５３２１－８６５６ 
 

 

各

銀

行 

 

教育ローン 
全てのプログラム入学者 

（1週間～6ヶ月以内の短期も対象） 

３０万～ 

５００万 

 

2.975～ 

5.5 ％台 

５年～ 

１０年以

内 

在学期間中 
ご自宅の近くの各銀行の本店・支店な

ど 

各

ク

レ

ジ

ッ

ト

会

社 

教育ローン 
全てのプログラム入学者 

（1週間～6ヶ月以内の短期も対象） 

３０万～ 

５００万 

 

8％～15％ 

５年以内 在学期間中 
ご自宅の近くの各機関の本店・支店な

ど 

奨

学

金 

CSBA奨学金 

社会人として自立し、下記の条件を満たす方 

１．就業中に特殊な技能を身に付けた、   

  もしくは、勤務評定が良好である者 

２．選択されたプログラムが卒業後の就業に

生かせると思われる者（論文・面談により

査定） 

３．保護者、または、親族の連帯保証が得られ

る者 

 

奨学金手数料 

卒業後 

３年以 

(分納可) 

在学期間中 ＣＳＢＡオフィス 

＊ ２０１９年１０月現在のものになります。変更される場合がありますので、各機関で確認してください。 

 

 

 

        

       www.canada-sports.net 
 

●カナディアン・スポーツ・ビジネス・アカデミー 
 

Unit202, 4295 Blackcomb Way, Whistler, B.C. CANADA V8E 0X2 
TEL：1-604-932-0404    
FAX：1-604-932-8797 
E-mail：csba@csbawhistler.com    
 

●カナディアン・スポーツ・ビジネス・アカデミー東京事務局（ＣＳＢＡ東京オフィス） 

 
〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13番16 銀座ウォールビル7F  
TEL：050-5532-9946（カナダ本校へ直通） 
FAX：03-6369-4903 
E-mail：csba@csbawhistler.com   


