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大学前のスーパーマーケットショッピング・センター 若者で賑わう市内 パーマストンノース中央広場

Palmerston
North

多くの高等教育機関が集まる街（愛称「ステューデント・シティー」）として知
られています。ニュージーランド北島の南部に位置し、人口8万人余りの国
内7番目の都市です。首都ウェリントンまでは車で2時間、オークランドやクラ
イストチャーチといった主要都市まで飛行機で1時間とアクセス良好。近郊
では大自然でのアウトドア・アクティビティを手軽に楽しむことができます。パーマストンノース

大学のある街

将来「英
語」を使

って

仕事を
したい

と

考えて
いるあ

なた！！

ニュー
ジーラ

ンドに
ある

国際大
学に来

てみま
せんか

？
ニュージーランドは素敵な出会いがいっぱい！！
You Tubeで検索

説明会のご予約
お問い合わせ先

国際大学ＩＰＵ New Zealand オープンキャンパスツアー募集要項ご案内
1．日程：2020年3月25日（水）～4月1日（水）   　 
2．旅行代金：246,000円 （航空券 ・ 送迎バス代、国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、現地空港税を含む）　※なお通常価格288,000円のうち42,000円を国際大学ＩＰＵ New Zealandが負担します。
3．募集人数：25名　ツアー最少催行人員：10名
4．申込締切日：2020年2月3日（月）
5.添乗員：同行いたしません。・国際大学IPU New Zealand日本事務局職員が同行致します。
6.利用航空会社：ニュージーランド航空（エコノミークラス）
7.宿泊施設：パーマストンノース【国際大学IPU New Zealand学生寮・ホームステイ】　オークランド【ノボテル オークランド エアポート】
８．食事条件：1日3食の食事が含まれています。（初日は夕食のみ、最終日は朝・昼食のみ。機内食を含みます。）
9.申込書の提出先：株式会社農協観光 首都圏支店へご提出ください。（「参加申込書」に必要事項を記入し、株式会社農協観光 首都圏支店へご提出ください。申込書に記載された個人情報は、株式会社農協観光及び国
際大学IPU New Zealand日本事務局が今回のオープンキャンパスの手続と参加ツアーのサービス提供の為に必要な範囲で利用します。）
※定員は25名となっております。定員に達した場合は、受付を終了させて頂きます。お早めにお申込ください。
※ツアー出発空港までの交通費は個人負担となります。ただし他空港からの往復乗継はご希望によりお手配可能です。（別途費用がかかります。）
※参加申込書が届きましたら、株式会社農協観光 首都圏支店より受け取りの確認の連絡をさせていただきます。ファックスでのお申込みの場合、送信後翌営業日になっても連絡がない場合、お手数ですが、株式会社農協観
光 首都圏支店までご一報お願い致します。

以下のご旅行条件は参加用ツアー（旅行代金２46，０００円）に関するものです。

■申込締切日 : 2020年2月3日（月）
246,000円（消費税込）
2020年3月25日（水）～4月1日（水）

申込締切日前でも定員になり次第、募集は終了させていただきます。
英語・海外留学に興味がある新高校３年生（既卒生参加可/新高校1・２年生はご相談下さい）対象

世界20カ国から学生が集う

オープンキャンパスツアー
25名募集

人数
●海外で英語力をさらに伸ばしたい
●世界20カ国の学生と友達になりたい
●世界を舞台に活躍したい
●ニュージーランドの文化を学びたい
●コミュニケーション力を磨きたい
●海外の大学のことをもっとよく知りたい

国際大学 IPU New Zealand

上記の費用には往復航空券、ニュージーランド国内費用、宿泊費、食費、ホームステイ費等が含まれています。

通常価格
288,000円

検 索IPU New Zealand

国際大学
IPU New Zealand
日本事務局

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1-1大手町野村ビル8F　☎03-6202-0606

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。ご旅行条件【要約】

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社農協観光（東京都千代田区大手町1-3-1JAビル26階　観光庁長官登録旅行業第９３９号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅
行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）必要事項をお申し出の上、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払をしていただきます。
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
（４）お申込金（おひとり）１００，０００円
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼってから21日目にあたる日より前にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくこと
があります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。（お１人様）

●旅行代金に含まれるもの
食事代金及び税・サービス料金、手荷物運搬料金、ニュージランドビザ「NZeTA」申請・取得料
旅行日程に明示した航空運賃（、国内空港施設使用税、旅客保安サービス料、現地空港税、国際観光旅客税を含む）、燃油サーチャージ（増減があっても追加徴収/払戻しはありません）、旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド
料金・入場料金）、旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（１部屋に２人ずつの宿泊を基準とします。）、旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金、現地研修プログラム費用　※これらの費用は、お客様の都合
により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
●旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
超過手荷物料金、クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス
料金、渡航手続関係費用、日本国内の空港施設使用料、日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費・宿泊費
支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
●旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。）
旅券（パスポート）：この（パンフレット記載の）旅行には、有効期間が入国時３ヶ月以上＋滞在日数以上残っている旅券が必要です。
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券の取得はお客様の責任で行ってください。ニュージランド渡航ビザ「NZeTA」の申請・取得は、
当社にて代行手続きさせていただきます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年11月7日を基準としています。又、旅行代金は2019年11月7日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありました
ら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行開始日の前日から起算して30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の２０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

契約解除の日 取消料

【お問い合わせ・お申し込み】

株式会社農協観光 首都圏支店
教育旅行課　
ＴＥＬ.０３-６６６５-０００３
ＦＡＸ.０３-３２１３-１０７２
受付時間　（平日）９：００～１７：３０（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者：増田 博子　担当者：森 悠太

以前の
オープンキャンパス

動画公開

ニュージーランドで
待ってるよ！

旅行
代金

TEL.078-262-0851　FAX.078-262-0850　　infoj@ipu.ac.nz

国際大学 IPU New Zealand日本事務局
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4-1-5 アンビシャスビル　　受付 平日9:00～17:30 （休業日：土・日・祝）

【旅行企画・実施】

株式会社 農協観光 首都圏支店
観光庁長官登録旅行業第939号
総合旅行業務取扱管理者 増田 博子
東京都千代田区大手町1-3-1 ＪＡビル26階



安心して学べる環境が
整っています

IPU NZは多国籍の学生が集う
世界キャンパス。大学教育を海
外で受ける若者のために設立さ
れた大学です。英語圏の国々で
は留学生を受け入れる大学も多
くありますが、母国の学生を対象とした大学

は、当然のことながら「留学生への教育」を主目的としていないケースがほとんどで
す。留学当初から高度な英語力が求められる授業はもちろん、食生活を含む生活環
境、健康管理、友人関係など、生活そのものが留学生にとって計り知れない負担と
なる場合があります。IPU NZは英語を母語としない国々で育った学生を、英語圏
での留学で「成功」させることを目的として設立された国際大学です。 国際大学IPU New Zealandは、英語が母国語でない留学生が

「世界で成功する」為にデザインされたニュージーランド政府認可の高等教育研究機関です。
今年度に行われた、政府による最新の監査では教育機関で国内最高評価を獲得！

IPU NZでは、教授やスタッフを充実させることで、生活面
や学習面をきめ細かくサポートできる体制を整えていま
す。留学初年度はもちろん、2年目以降も安定した大学生
活を送っていただけます。

ニュージーランドへ
渡航
IPU NZ到着

帰 国

世界20カ国から集う学生、
豊かな国際性の養成

少人数制のクラス編成、
充実のサポート体制

授業＆
アクティビティ

ホームステイ
体験

ニュージーランド
観光体験

国際大学
IPU
New Zealand

さぁいこう！！海外へ
8日間のニュージー

ランド留学体験

教授1人に対して学生数7.9人
■学習面のサポート

Wed 25 Mar
成田国際空港発
［現地時間18:30  交通機関 NZ90］ 【機内泊】

Thu 26 Mar
オークランド空港着、昼食
［現地時間 9:05］

オークランド空港発
［現地時間 14:15  交通機関 NZ5115］

パーマストンノ－ス空港着
［現地時間 15:30］

バスにてIPU NZへ移動
IPU NZ到着
ウェルカム＆スケジュール確認
寮へチェックイン
キャンパスツアー
在学生との交流会
学内ダイニングでディナー 【大学寮泊】

Fri 27 Mar
学内ダイニングで朝食
［午前］ 英語授業①
［午後］ 大学の学科説明
在学生によるキャンパスライフ紹介
ホームステイ・セッション
ホームステイへ 【ホームステイ】

Sat 28 Mar
［終日］ ホストファミリーと過ごす 【ホームステイ】

Sun 29 Mar
ホームステイ先で朝食
［午前］ 大学集合後、自然文化体験へ
［午後］ ランチ
大学へ戻り、学内ダイニングで在校生とディナー
 【大学寮泊】

Mon 30 Mar
学内ダイニングで朝食
［午前］ 英語授業②
［午後］ 地元学校訪問
大学へ戻り、修了セレモニー 【ホームステイ】

Tue 31 Mar
朝食後、Q&Aセッション
IPU NZを出発
パーマストンノース空港発
［現地時間 10:05  交通機関 NZ5106］

オークランド空港着、市内観光
［現地時間 11:15  交通機関 専用車］

市内にてランチ・ディナー 【空港周辺ホテル泊】

Wed 1 Apr
オークランド空港出発
［現地時間 9:50  交通機関 NZ99］

成田国際空港着
［現地時間 16:50］

世界
20カ国

安心・安全の国で学ぶ留学生のための

英語が苦手でも大丈夫01
POINT

英語で学ぶのでは理解しきれない部
分を夜の特別授業でしっかりと補い
ます。TOEIC対策や英文法強化、語
彙（ごい）の起源を深く学ぶ授業も行
われます。

日本語で学ぶ夜間授業04
POINT

留学生活の拠点である学生寮はキャ
ンパス内にあり、24時間体制でセ
キュリティー完備。国外の寮友との交
流は、生きた英語を学ぶ最高の学び
の場です。

キャンパス内に学生寮03
POINT

OPEN CAMPUS SCHEDULE 2020

PARTICIPANT’S VOICE ＜参加者の声＞

世界へ挑む
本気の高校生を
応援します！

英語が公用語の国、ニュージーランド
で”基礎”から英語を学びます。「留学
したいけれど英語力に不安」。そんな
思いを持つ学生にも門戸を開いてい
ます。

日本人スタッフが常駐02
POINT

学習法・学生生活・休暇中の過ごし方
の相談、保険の手続き等々…。日本人
スタッフの存在は、いざという時の心
強い味方です。

※状況により、プログラム内容は変更になる場合がございます。

Argentina
Australia
China
Fiji
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Nepal
New Zealand
Pakistan
Russia
Sri Lanka

日本人、ニュージーランド人を中心に世界20カ国から学生
が集っています。真の国際力を身につけるには様々な文化
に触れることが大切です。また、様々な国の人々が話す英
語を聞きわけられるようになることも、国際人の条件です。
国際色豊かなIPU NZは理想の環境と言えるでしょう。

Taiwan
Thailand
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam
Netherlands
Egypt
Phillipines
Samoa
Ireland
Cambodia
USA

井上 翔貴さん　埼玉県立 坂戸高等学校 出身／2018年オープンキャンパス参加者（2019年4月入学）
オープンキャンパスに参加して、大学生活がイメージできました。

元々海外の大学に興味は持っていたものの、とても自分
には無理だろうと諦めかけていた高校3年生の初め頃、多
数の大学が集まる進学相談会に参加。そこで出会ったの
がIPU New Zealandでした。話を聞いて、やはり留学へ
の情熱が再燃。両親の勧めもありオープンキャンパスに参
加することに。あっという間の1週間でしたが、大学の授業

体験や外国人学生との交流など、普段の学生たちの様子
を知ることで“入学後の自分”をイメージすることが出来
ました。将来自分がやりたいことを学べるのはココだ！と感
じ進学を決めました。日本の大学にはないこの環境を活か
して、入学後は何でも自分から積極的に学ぶことを心掛け
て生活していこうと思います。

※過去４年間の在学生出身国

ご注意：この行程は２０１9年１１月7日現在の運行予定スケジュールを基準としております。　利用予定航空会社　NZ:ニュージーランド航空
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