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学費内訳 

（2020年度９月より 

 

基本経費1  

入学申請費2 $200 

諸経費3 $200/学期 

教科内外活動費4 $300/学期 

学費5  

カナダ国民又は永住権保持者 $7,400/学期 

留学生 − 初年度 $9,250/学期 

               留学生 − 次年度 $8,400/学期 

教科書貸し出し預かり金6 $200 

医療保険（留学生のみ）7  $500/学期 

制服代8 

              女子生徒 From $379.50 to $4259 （税抜） 

             男子生徒 $382（税抜） 

            体操服代10 $47（税抜） 

オプション費用（該当する方） 

 
1 上記は全て税金を含めた（一部除く）カナダドルで表記しています。 

2 返金は出来かねますのでご了承ください。初年度のみお払いいただきます。 

3 毎学期の徴収となります。この費用は、スクールカウンセラーによる履修科目や学業全般の相談、放課後（週３回午後４時〜午

後６時）、ボランティア活動、大学進学相談などに当てられます。 

4 課外活動、ホリデイアクティビティー、生徒会など含む 

5本費用は学期ごとに月曜〜金曜の９時〜３時２０分（祝日、プロフェッショナル デベロプメント デイ除く）４科目の授業料を指

します。新留学生は前後期分（1 年分）、全ての基本経費をお支払いいただきます。 

6 初年度のみお支払いいただきます。 

7 来加後 90 日間の民間保険代と BC 州保険代を含みます。 

8 本費用は制服一式揃えた平均金額となり、追加で注文いただく場合はそれごとに加算されます。この税金は含まれておりませ

ん。ご注文時は Cambridge Uniform へ直接お問い合わせ願います。詳細は別紙参照。 

9 スラックス又はスカート、靴下又はタイツ、などで金額が変わります。詳細は別紙参照。 

10 10 年生（高校 1 年生に相当）のみ必須となります。 詳細は別紙参照。 
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後見に関する宣誓書費用11  $200 

後見人費用12 $500/学期 

ホームステイ申請費13 $200 

ホームステイ代14 

            個室 （共有バスルーム）  $1,200／月 

           個室 （ 専有バスルーム） $1,300／月 

          個室 （専有バスルーム、送り迎え付き） $1,700／月 

空港送迎費15 $70／片道 

スポーツチーム入会費16 $200  

来加してから９０日後の民間保険代 $1.40 ／日 

サマーコース17 

         カナダ国民又は永住権保持者 $1,850／教科 

         留学生 ー 初年度 $2,312.50／教科 

         留学生 ー 次年度 $2,100／教科 

卒業必要経費18 $200 

大学申請サポート19  

          カナダの大学 $2,500（４校までの申請）20 

         アメリカの大学 $4,500 （６校までの申請）21 

 
11 返金は出来かねますのでご了承ください。 

12 １９歳未満の留学生はカナダ滞在中は後見人が必ず必要となります。 

13 返金は出来かねますのでご了承ください。 

14 ホームステイ代は１日３食含まれます。 

15 本費用は空港とホームステイ区間の片道となります。  

16 本費用はチームユニフォームや試合必要経費も含まれます。 

17 ２教科までの申込可能ですが、事前にスクールカウンセラーとの相談が必要となります。 

18 12 年生（高校 3 年生に相当）のみ必須 

19 大学課程のみとなります。 

20 カナダの大学４校を超える場合、＄500／校を頂きます。 

21 アメリカの大学６校を超える場合、＄600／校を頂きます。 
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トップ大学進学コース22 

         カナダ ー 学業又はポートフォリオのサポート $11,000 

         アメリカ $22,000 

Can−Star Academy 教育費23 

理系、文系、IELTS, 語学学習24 

            少人数制 $30／時間 

            個人指導 $60／時間 

試験対策25 

           少人数制 $40／時間 

           個人指導 $65／時間 

美術指導26  

           少人数制 $40／レッスン 

           個人指導 $60／レッスン 

 

家族学費優待制度27 

１人目 優待なし 

２人目 学費から＄1850の減免 

３人目 学費から＄3700の減免 

４人目 学費から＄7400の減免 

５人目 全額免除 

 

 

 

 

 
22 年度ごとでのお支払いとなります。 

23 美術指導を除き、クラスは全て２時間ずつとなります。 

24 語学学習授業は、フランス語、日本語、中国語、スペイン語と韓国語を用意しております。 

25 SAT, SAT II, SSAT, TOEFL, AP  
26 大学美術ポートフォリオ、イラストとスケッチ、油絵、アニメーション、建築などのクラスは全て 3 時間となります。 

27  本優待制度は年度ごとの減免となり、近親者（兄弟姉妹）のみに適応されます。近親者であることを証明できるものを提出をお

願いしております。 
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支払い条件 

早期支払い特典28  学費の５％ 

延滞料29  学費の５％ 

 

 

 

延滞料 

カナダ国内からのお支払い 

現金、“Canada Star Education Group Inc”宛てのバンクドラフト又は小切手 

郵送にて下記住所まで本校宛てにお送りください。 

Unit 100 – 8091 Westminster Highway, Richmond, BC Canada V6X 1A7 

カナダ国外からのお支払い 

Flywire:  
下記リンクから Flywire支払い登録ページにアク

セスし、支払い方法や情報などを入力してくださ

い。 

www.canadastarsecondary.flywire.com 
不明点やご質問があれば、Flywire 社のカスタマ

ーサービスへご連絡願います。 

電話：+1 800 346 9252 

メール：support@flywire.com   

 

銀行外国送金サービス（電信送金）30 : 

 受取人名："Canada Star Education Group Inc" 

受取人取引銀行名：Bank of Montreal  

銀行コード：001 

支店番号: 3877 

口座番号： 1973-357 (CAD) 

SWIFTコード：BOFMCAM2 

コード： CC000138770 

銀行支店住所:3880 No.3 Road #100, Richmond, 

BC Canada V6X 2C1 

 

 

 
28 デポジットを徴収してから、自動的に早期支払い特典分を請求書より差し引きますが、期日までお支払い頂けない場合は特典付

与対象ではなくなりますことをご理解ください。 

29 期日までにお支払い頂けない場合は、支払遅延金として学費の５％上乗せいたします。 

30 銀行外国送金サービス（電信送金）でのお支払いの場合、手数料として＄３０を上乗せしてお支払い下さいませ。また、お支払

い時にお支払人のお名前、学生のお名前と誕生日も受取人宛て連絡事項欄にご記入を願います。 
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