
1 - 7 週

$400 p/w
24 – 35 週

$315 p/w

18歳以上の方のコース

ヤングラーナー
プログラム
(13- 17 歳)

ヤングラーナー
一般英語・高校進学
準備コース

16 – 17 歳*

$ 560 p/w

8 – 11 週

$360 p/w

家族& 友達
割引き

*YL – Young Learner (13-17 years)       Fees shown are per person

2名様以上が、同じコース日程、滞在先、航空便で同時にお
申込みいただいた場合に適用。

7名様以上の場合グループ料金が適用。

ENROL WITH A FRIEND 
OR FAMILY MEMBER AND SAVE

NZの現地校に通われてる学生様に限り入学金$50
(usually $200)

$ 400 p/w

2018年1月～12月の特典
条件有り*

FULL TIME TESOL & TECSOL スペシャル*3

36週以上

$300 p/w

12 – 23 週

$330 p/w

学生ビザで NZLCに１４週間以上フルタイムのお申し込みで２０時間/週のアルバイトが可能!!
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/study/working-during-

after-your-study/working-on-a-student-visaアルバイト可能！

コース変更授業料追加料金: 
*1 Cambridge FCE & CAE コースには週＄30 *2TESOL または TECSOLには週＄180、 TESOLとTECSOL の２つを受講される場合は週＄140 *3 お申込み時 TESOL&TECSOL
スペシャルをご希望することを明記いただいた場合のみ適用(例: TESOLを含めた24週ｘ＄315＝＄7560)

 一般英語
 IELTS
 ビジネス英語
 Cambridge FCE & CAE*1

 TESOL & TECSOL*2

(Usually GE, IELTS, Business English $380 
– 400 p/w, Cambridge FCE & CAE $400 
p/w, TESOL & TECSOL $500 p/w)

24週以上の
お申込みで

TESOL 
または

TECSOLの差額

＄900が無
料！

英語＋アクティビティープ
ログラム

▷ 18 Dec 2017 –2 Feb 2018
▷ 18 Jun 2018 – 17 Aug 2018
▷ 17 Dec 2018 –1 Feb 2019

人数 1 2 3 4 - 7

入学金 $200 $100 $75 $50

アコモデーション
手配料

$200 
(YL* 

$250)

$100 
(YL* 

$125)

$75 
(YL* 

$100)

$50 
(YL* 
$75)

Auckland
空港送迎

片道 $120 $90 $75 $60

往復 $200 $150 $125 $100

Wellington
空港送迎

片道 $60 $45 $40 $30

往復 $100 $75 $65 $50

CONDITIONS:§コースのスタート日、ロケーション、入学規定は‘NZLC Fees and Courses Form’と ‘NZLC Enrolment Form’よりご確認ください。§テスト代と教材費は
上記の料金に含まれておりません。詳しくは ‘NZLC Fees and Courses Form’をご確認ください。 §最低催行人数に達しない場合はNZLCがコースをキャンセルすること
もございます。§アカデミック英語コースと英語講師養成講座へは入学テストに合格することが条件となっております。
2018 COUNTRY SPECIAL CONDITIONS: ２０１8年にスタートするコースに適用されます。また２０１9年にスタートする場合でも、２０１8年１０月３１日までにお申し込
み、２０１8年１２月３１日までにお支払いが完了すれば適用となります。

４８週以上の
お申込みで

TESOL
＆

TECSOLの差額

＄1400が無
料！

Students aged 16 and 17yrs old may integrate with Adult General and Academic
English courses at the discretion of the Academic Department. If NZLC decides
that a 16 and 17 years old student in not suitable for an adult course, the student
will take a Young Learner course.



10 weeks
English Teacher Training
$4700 (save $300)

NZLC Auckland

コース変更授業料追加料金: *Cambridge FCE & CAE: 週$30 
条件: 上記の料金は授業料のみの記載となっており、入学金、教材費、テスト代金、その他のサービス料金は含まれておりません。アカデミック英語コースと英語講師養成講座
へは入学テストに合格することが条件となっております。最低催行人数に達しない場合はNZLCがコースをキャンセルすることもございます。 コースのスタート日、ロケーションは
NZLC 2018コースカレンダーをご確認ください。必要な英語力に関しましては、NZLC English Level and Course Chartをご確認ください。こちらの特典をご利用される場合、お申
し込み時にどちらのパッケージへのお申し込みかを明記いただきた場合のみ適用 (eg: Package 5 / 48 weeks with TESOL and TECSOL)。
バリスタ＆カフェインターンシップ
英語力：Intermediate 以上。３日のバリスタコースは＄250で受講可能。５日のバリスタコースは＄415で受講可能。１週間のカフェインターンシップはバリスタコース終了後
＄175で参加可能。

JAPAN SPECIAL
January – December 2018
Conditions apply*

SPECIAL PACKAGES

 ５週間のフルタイムコースをお選びください:
• 一般英語
• ビジネス英語
• IELTS

 ５週間のパートタイムTOEIC コース

Package

1
5 weeks
English & TOEIC 
$2000 (save $200)

5 weeks
English & TOEIC & Barista
$2250 (save $245)

 ５週間のフルタイムコースをお選びください：
• 一般英語
• ビジネス英語
• IELTS

 ５週間のパートTOEIC コース
 ３日間のパートタイムバリスタコース

 ５週間のフルタイムTESOL

 ５週間のフルタイムTECSOL

12 weeks
English & TOEIC 
$3960 (save $980)

 １２週間のフルタイムコースをお選びください
（複数の組み合わせ可能）:

• 一般英語
• ビジネス英語（５週）
• IELTS（５週・１０週）

 ５週間のパートタイムTOEIC コース

(＄１７５追加で１週間のカフェインターンも追加可能)

24 ∙ 36 ∙48 weeks - English & English Teacher Training & TOEIC 

 １９週間のフルタイムコースをお選びく
ださい（複数の組合せ可能）：

• 一般英語
• ビジネス英語（５週）
• IELTS（５－１５週）
• Cambridge FCE or CAE*

（１０週・１２週）
 ５週間のフルタイムTESOLかTECSOL
 ５週間のパートタイムTOEIC コース

24 weeks $7560
(save $2645)

36 weeks $10800 
(save $3680)

48 weeks $14400 
(save up to $5240)

 ３１週間のフルタイムコースをお選びく
ださい（複数の組合せ可能）：

• 一般英語
• ビジネス英語（５週）
• IELTS（５－２０週）
• Cambridge FCE or CAE*

（１０週・１２週）
 ５週間のフルタイムTESOLかTECSOL
 ５週間のパートタイムTOEIC コース

 ３８週間もしくは４３週のフルタイムコース
をお選びください（複数の組合せ可能）：

• 一般英語
• ビジネス英語（５週）
• IELTS（５－３０週）
• Cambridge FCE or CAE* （１０

週・１２週）
 ５週間のフルタイムTESOLかTECSOL、もし

くは１０週のフルタイムTESOL&TECSOL
 ５週間のパートタイムTOEIC コース

Package

5

Package

3
Package

4

Package

2


