
講座 内容 レッスン回数 学費例

総合英語

高い英語力を様々な角度からトータル
に強化。 ［5ヵ月間］

週1回クラス：全18回

入学金￥32,400→￥0
平日昼間 ￥97,200

平日夜・日 ￥103,032

カレント・ニュース
グローバルな視点を身につけ、
時事英語に強くなる。

［5ヵ月間］
週1回クラス：全18回

入学金￥32,400→￥0
平日昼間 ￥97,200
平日夜・土・日 ￥103,032

ライティング
英語特有の論理展開を理解し、ライティ
ング力を強化する。

［5ヵ月間］
週1回クラス：全18回

入学金￥32,400→￥0
平日昼間 ￥97,200
平日夜・日 ￥103,032

通訳者をめざす人
のための上級英語

通訳者に必要とされる高度な英語力を
身につける。

［5ヵ月間］
週1回クラス：全18回

入学金￥32,400→￥0
平日昼間 ￥97,200
平日夜・土・日 ￥103,032

語学力強化コース

（税込・教材費込）

（株）サイマル・インターナショナルは通訳・翻訳のリーディングカンパニーとし

て国際コミュニケーション活動のサポートをしております。その一環として、語

学教育サービスにおいて通学制の「サイマル・アカデミー」を設立し、皆様の幅

広いニーズにお応えしております。法人会員の皆様には会員割引の特典がご

ざいますので、是非ご利用ください。

■レギュラーコース： 入学金（￥32,400）全額免除 継続・復学時は授業料10％割引

■短期プログラム： 授業料10％割引 ※入学金不要

■インターネット講座： 授業料10％割引 ※入学金不要

法 人 会 員 割 引 特 典

東京外語会の皆様へ
サイマル・アカデミー 法人会員割引制度のご案内

通訳者・翻訳者養成スクールとして培ったノウハウを活かして、真の英語力を養成。

幅広い知識や表現力、コミュニケーション力を養い、実用的な英語運用力を身につけます。

通訳業界のパイオニア サイマル・インターナショナルの通訳者・翻訳者養成校

※短期間で効率よく英語力を身につける
「72時間／ 90時間／180時間集中総合英語」も有。

※東京校のみ

講座 内容 レッスン回数 学費例

通訳準備 通訳訓練に必要な英語力を養成。
［5ヵ月間］
週2回クラス： 全36回
週1回クラス： 全18回

入学金￥32,400→￥0
平日昼・夜・土・日
￥241,056

翻訳準備 翻訳者になるための土台を築く。
［5ヵ月間］
週1回クラス： 全18回

入学金￥32,400→￥0
平日夜 ￥155,520

準備コース 本格的な通訳・翻訳訓練を始めるための土台を築くコースです。英語運用力の強化と日本語能力の

向上に重点を置きながら、初歩的なスキルを習得し通訳者・翻訳者養成コースをめざします。

（税込・教材費込）

http://www.simulacademy.com/
http://www.simulacademy.com/course/english/enhancement.html
http://www.simulacademy.com/course/english/preparation.html


講座 内容 レッスン回数 学費例

通訳コース
通訳者としての基礎力を養成、社内通訳者
として信頼性の高い逐次通訳技術を習得。

［5ヵ月間］
週2回クラス： 全36回
週1回クラス： 全18回

入学金￥32,400→￥0
平日昼・夜・土・日
￥272,160～￥331,040

会議通訳コース 逐次通訳の完成と同時通訳技術を習得。 ［5ヵ月間］
週2回クラス： 全36回

入学金￥32,400→￥0
平日夜 ￥349,920

通訳者養成コース

（税込・教材費込）

現場のニーズを取り入れた教材と、第一線で活躍する経験豊かな通訳者による実践的な

指導で、次代を担うプロ通訳者を養成します。目的別に「通訳コース」「会議通訳コース」を

ご用意しています。

講座 内容 レッスン回数 学費例

産業翻訳コース
［日英・英日］

［日英］多様な翻訳演習を通じて翻訳力を
アップし、プロ翻訳者としてのスキルをトー
タルに習得。

［英日］専門知識を身につけながら翻訳ス
キルを磨き、実践的な演習でプロレベルの
実力を養成。

［5ヵ月間］
週1回クラス： 全18回

入学金￥32,400→￥0
平日夜・土
￥163,296～￥174,960

出版翻訳コース
［英日］

基礎力を磨き、多様なジャンルの翻訳を実
践。さらに実習を積むことで、高い翻訳力を
養成。

［5ヵ月間］
週1回クラス： 全18回

入学金￥32,400→￥0
平日夜￥163,296～￥174,960

（税込・教材費込）

［ 通 学 制 ］申 込 方 法

英語コース受講をご希望の方は、レベルチェック（無料）をお受けください。レベルと学習目的に合ったクラスを

ご案内させていただきます。中国語・フランス語は入学試験（￥3,200）が必要です。

ご予約は、下記ウェブサイトもしくはお電話で承っております。

※クラスにお申し込みの際や継続申し込み時には、毎回必ず「東京外語会会員」の旨をお申し出ください。

ご申請いただかない場合は、法人割引の特典が適用されませんのでご注意ください。

翻訳者養成コース 基礎からプロレベルまで、段階的に翻訳スキルを身につけるカリキュラムです。第一線で

活躍中の現役翻訳者が、プロ翻訳者に欠かせない実践的スキルと知識を伝授します。

www.simulacademy.com

中国語コース

フランス語コース

1981年に開設した中国語通訳者養成コースの卒業生は2,000人以上。長年にわたり培われたノウハウを活かし、経験豊富な

講師陣が指導します。プロ通訳者・翻訳者めざす方からビジネスに活かせる実践的な中国語を身につけたい方まで、目的別に

選べる3つのコースをご用意しています。
※受講校によって、レベルやコースのカリキュラムが多少異なります。

●通訳者養成コース ●翻訳者養成コース （※東京校のみ） ●実践中国語 （※東京校のみ）

第一線で活躍する通訳者・翻訳者を講師に迎え、ビジネスシーンで活躍する真のプロフェッショナルを育成します。

プロをめざす方はもちろん高度で洗練されたフランス語運用力を身につけたい方にも最適なコースをご用意しています。

※フランス語学習歴3年以上の方が対象です。

●通訳者養成コース ●通訳者をめざす人のための上級フランス語 ●翻訳コース

※東京校のみ

東京校 (03) 6226-3120 平日 10:00～20:00 ／ 土・日 11:00～17:00

大阪校 (06) 6223-0111 火・水・木 10:00～20:00 ／ 金 13:15～20:00 ／ 土・日 11:00～17:00
（※祝日および一部日程を除く）

http://www.simulacademy.com/
http://www.simulacademy.com/course/english/interpretation_t.html
http://www.simulacademy.com/course/english/translation_t.html
http://www.simulacademy.com/course/chinese/index.html
http://www.simulacademy.com/course/french/index.html
https://www.simulacademy.com/levelcheck/levelcheck_top.php
https://www.simulacademy.com/course/form_exam.php


講座 対象レベル レッスン回数 学費例

仕事で使える英語力を身につけたい方

通訳者が教える
英語力アップ講座上級・中級

・上級編：
TOEIC®800点～

・中級編：
TOEIC®600点～

全10回

添削課題：3回
￥36,720→￥33,048

（法人割引価格）

業務で契約書に携わる方

英文契約書の読み方・訳し方
TOEIC®700点～

全10回

添削課題：3回

￥36,720→￥33,048
（法人割引価格）

ビジネスで正確性の高い
コミュニケーションをめざす方

「話す・書く」ための英文法
TOEIC®600点～

全10回
￥36,720→￥33,048
（法人割引価格）

TOEICのスコアを伸ばしたい方

TOEIC®900点／730点
目標講座

・900点目標講座：
TOEIC®700点～

・730点目標講座：
TOEIC®550点～

全10回

（TOEIC®テスト
新公式問題集付）

￥36,720→￥33,048
（法人割引価格）

日英翻訳の基礎力をアップさせたい方

日英翻訳基礎講座
TOEIC®800点～

全10回
修了テスト：1回
（日英翻訳課題2題）

￥36,720→￥33,048
（法人割引価格）

インターネット講座

▼上級サンプル動画

インターネットで配信されるレッスン動画を視聴するスタイルの講座。講師は現役

通訳者・翻訳者が担当。好きな時間・場所で学習したい方にお勧めです。

▼ サンプル動画
▼ サンプル動画

▼ サンプル動画

［インターネット講座 ］申 込 方 法

法人会員のお客様はメールでのお申し込みとなります。

以下のメールアドレスまで、法人での申し込みの旨をご連絡ください。

※お支払いはクレジットカードではなく、銀行振り込みとなります。 受講申込のお手続き方法、お振込先等を

ご案内いたします。クレジットカードでのお申込みはなさらないようご注意ください。

▼中級サンプル動画

www.simulacademy.com/web

お申込みはこちら

▼ 730点サンプル動画

▼ 900点サンプル動画

※上記講座の他にも様々な講座がございます。詳細はウェブサイトをご覧ください。

info_ctc2@simul.co.jp

推奨環境

対応ブラウザ
JavaScript対応ブラウザ：Internet Explorer 10以降、Safari 7以降、Chrome 42以降
（Microsoft Edgeは未確認）

インターネット回線
光ブロードバンド回線
（※モバイルの場合はWi-Fi環境またはLTE回線を推奨）

Adobe Reader PDF閲覧ソフトウェアです（無料）。

※iOS 7以降／Android 4.0以降搭載スマートフォン・タブレットでご視聴いただけます。お申込み前に必ず「動作確認
と推奨の環境」のページにて、サンプル動画がスムーズに再生されるかをご確認ください。ビデオ視聴のためWi-Fi環境
での視聴（利用）をお勧めします。

http://www.simulacademy.com/web
mailto:info_ctc2@simul.co.jp
http://www.simulacademy.com/web/
http://www.simulacademy.com/web/courses/view/34
http://www.simulacademy.com/web/courses/view/35
https://youtu.be/UYglvZ9iO0s
https://youtu.be/kLrzRt5wTe4
http://www.simulacademy.com/web/courses/view/39
https://youtu.be/8SSqoyOao1s
http://www.simulacademy.com/web/courses/view/46
https://youtu.be/3qXutIHKVSI
http://www.simulacademy.com/web/courses/view/38
http://www.simulacademy.com/web/courses/view/37
https://youtu.be/L4DEJAtv3nA
https://youtu.be/ZpyMLiLs3o8
http://www.simulacademy.com/web/courses/view/47
https://youtu.be/_DBC1O0WfMk
http://www.simulacademy.com/web/instructions/requirements

