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語学学校
不要



サザンクロスエクスプレスについて
私たちがワーキングホリデーサポートを始めたきっかけは、弊社
スタッフがワーホリを実際に体験したとき、難しいと感じたこと
と、戸惑い、短期で帰国する人たちにたくさん出会ったからです。
ワーホリは、英語が苦手で海外経験が少ない（または無い）方が
スムーズに行うことは大変です。そこで私たちは、ニュージーラン
ドで現地情報を収集し、ワーホリ成功のための重要なステップ
をシステム化し、ご提供しています。
 
また現在まで、数百名の方のお手伝いをしており、彼ら彼女らが
何を不安に思い、何を必要としているかを把握しているため、私
たちは皆さんの立場に立ってサポートすることができます。
私たちは、費用の高い語学学校を省き、その代わり、 最初のステ
ップをしっかり踏むことを基礎にサポートすることで、低予算の
若者が充実の体験ができるように応援しています。更に、ワーホ
リ終了後の生活のために、資金に余裕を持って帰国して頂くこと
をゴールとしています。

ワーホリはロトルアから出発！
ワーホリの出発地は、北島の温泉観光地ロトルアです。オー
クランドから車で約2時間半、ハミルトン、タウポなどの主要
観光地まで1時間と大変便利な場所です。また、何でも揃う
タウンは活気があり、イベントが多く、ここでNZの街を楽し
みながら学ぶことができます。周囲には約20か所の湖、大
きな森、自然観光施設などもあり、NZらしい体験ができま
す。ロトルアがあるベイ・オブ・プレンティーという地域は温
暖で、果物や野菜が良く育ち、大きな産業として発展してい
るためシーズナルワークが多く、ワーホリを始めるにはピッ
タリの場所と言えます。

ロトルアの特徴
・大きな温泉観光地
・便利でわかりやすいタウン
・主要地域への交通の便が良い
・湖や大きな森の自然がある
・シーズナルワークが多い

語学学校は不要です
ワーホリでは会話の機会が多いため、語学学校は不要で
す。例えば仕事では、会話が必要となるため努力しますが語
学学校では与えられた課題をこなすことが主体で、あまり
実践的ではありません。それよりは、仕事をしながら努力し
た方が上達が速い、という事実があります。また語学学校は
高額ですが、仕事はその逆で、収入が得られ、更に英語が上
達する、という一石二鳥の経験ができます！
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渡航前にしっかり計画と準
備をします。的確なアドバイ
スにより、渡航時期の決定、
資金確保などの準備をし、
計画を立てます。また、動画
によるビデオサポートなど
で学び、知識を付けてワー
ホリの一歩を踏み出します。

自力ワーホリを始める
生活セットアップ後に計画
を実行に移します。この時点
で不安はほとんどなく、旅に
出たり、仕事を始めるなど、
いろいろなことに挑戦できま
す。また、弊社独自のワーホ
リネットワークの活用で、仲
間同士で協力もできます！

渡航後は語学学校に通わ
ず、弊社の現地サポートに
より、 口座開設などの難し
い生活セットアップをスムー
ズに行います。 これをきち
んと行えるかどうかで、以後
のワーキングホリデー生活
が大きく違ってくるため、し
っかりサポートしています。

安心現地サポート

計画＆準備

ワーホリサポートシステム
現在まで多くの方たちをニュージーランド現地でサポートした経験から、不足している点、新しい
アイデアなど、たくさんの発見をしました。これを基に、英語力が不十分で、海外経験の少ない方
でもワーキングホリデーができるように、４つのサポートシステムを構築しご提供しています。

計画＆準備
渡航前にきちんと計画して準備をす
ることは、ワーキングホリデーを成
功させるカギとなります。また、渡航
後に迷うことを減らす目的として、事
前にニュージーランドやワーホリの
事実をお伝えし、知識を得て頂いて
います。

現地サポート　
生活や仕事に欠かせない銀行口座
開設などのセットアップは、年々難し
くなっています。そこで、このような
不可欠な事項を、到着後すぐにサポ
ートし、その後の滞在をスムースに
行えるようにお手伝いしています。

ビデオサポート　
ワーキングホリデーで知っておくべ
きこと、アイデア、心構え、つまづきや
すいことなどを、ビデオ配信してい
ます。これにより渡航前から学ぶこ
とができ、不安が軽減されます。そし
て渡航後は、あまり迷わずに行動が
できるようになります。

ワーホリネットワーク
同時期渡航の方のご紹介、旅友募
集や車の売買、仕事情報など、ワー
ホリの有益な情報を配信していま
す。これは、同じ境遇の仲間と繋がる
ことを目的とし、互いに協力し、助け
合うことができる独自のネットワー
クです。なおこれは自由参加です。
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ワーキングホリデーとは？
ワーキングホリデーは、2国間の協定に基づいて、若者が休暇を楽しみながら、滞在資金を補
う目的で、一定の就労ができる制度です。その趣旨は、その国の文化や一般的な生活様式を
理解し、相互理解を深めること、となっています。ニュージーランドは、18歳～30歳までの方
がビザを申請することができ、1年間（条件により＋3か月）の長期滞在ができます。
ワーホリでは、生活、旅、仕事など自由に行動できるため、たくさんの人に出会え、様々なこと
に挑戦することが可能です。そしてこの経験から自信を付けると共に、大人として成長するこ
ともできます。
この制度を通して趣味を広げたり、外国人の友人を作ったり、英語を上達させたり、自然の中
で生活するなどの、夢を叶えることもできるでしょう。

ニュージーランドワーキングホリデーの特徴
 ・1年間（条件により＋3か月）の長期滞在
 ・自然の中で生活できる
 ・生活や仕事から英語を学べる
 ・多くの外国人に出会える
 ・資金をあまりかけずに滞在できる

・治安がとても良い
・生活費が安め
・本格英語が学べる
・国が小さく旅がしやすい
・フレンドリーで親切なNZ人
・自然とアクティビティーの宝庫
・自然系の仕事が多い

ニュージーランドが選ばれる理由
ニュージーランドは安全な先進国で、親日家
が多いため、不安が少なく生活や旅ができま
す。また、雄大な自然と、時間がゆっくり流れる
環境に憧れ、初めてのワーキングホリデーでニ
ュージーランドを選ぶ方が増えています。
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ワーキングホリデーの仕事について
ワーキングホリデーの大きな特徴の１つは、滞在費を補うために仕事ができることです。仕事をす
れば資金に余裕ができるため、旅やアクティビティーなどを更に楽しめるようになります。また、仕
事を通して英語力を向上させたり、外国人と知り合うなど、ワーホリらしい体験が可能です。

ニュージーランドの最低時給は、世界的に
見ても高く、仕事ができれば手持ちがあまり
減らないか、増えることも期待できます。
種類としては、野菜や果物が豊富に実り、更
に酪農が盛んなことから、シーズナルワーク

（季節労働）やWWOOF、牧場関係が人気
です。ここには、仕事をしながら自然と触れ
合い、同時に旅もできる魅力があります。
また、タウンでの仕事は長期雇用が期待で
きるため、安定志向の方が求職される傾向
にあります。

ニュージーランドでは、有益な仕事情報が
少ないため、弊社独自で情報を集め、仕事の
種類や探し方、求職のタイミングなどをご紹
介し、得られるようにサポートしています。こ
の結果、現在まで、仕事を真剣に希望された
方ほぼ全員が、仕事を見つけています。注・
このサポートは仕事を保証するものではあ
りません。
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人気な仕事・シーズナルワーク
ニュージーランドは農業が大変盛んで、特に果物と野菜を毎年大量に輸出しています。この仕事
は短～中期の期間で、たくさんの人を雇用し、集中的に稼げるため、ワーホリジョブの中で一番人
気がありますが、この仕事を得るには、渡航時期がカギとなります。そこで弊社では、渡航時期か
らご相談やアドバイスをしています。

シーズナルワーク農産物の種類
キウイフルーツ、ブルーベリー、チェリー、ワイン用のぶどう ほか

キウイフルーツ求職サポート
弊社では、キウイフルーツ箱詰め作業所の求職サポートを行っています。この仕事は約３か月続く
ため、ビザを延長したい方におススメです。また高収入が期待でき、他国のワーカーさんもいる楽
しい職場です。仕事保証はしていませんが、現在まで求職された100％の方が仕事を得ています
ので、ご希望の方はぜひご相談ください。
・高収入期待
・集中的に働ける
・簡単な流れ作業
・ビザ延長対象の仕事
・ニュージーランドらしい仕事
・国際交流できる楽しい職場
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WWOOFと牧場エクスチェンジについて
ニュージーランドでは、オーガニック農家で仕事をすると、部屋と食事が提供されるWWOOF（ウ
ーフ）が盛んです。これは給料が出ないエクスチェンジですが、生活費がほとんどかからない特徴
があります。WWOOFでは、農薬を使わず農産物を栽培する過程を学べたり、ホストファミリーと
交流ができるため、ニュージーランドらしい滞在として特に人気があります。

多くの方が牧場で働くことに憧れを抱いて
います。自然の中で家畜の世話をすると、た
くさんの新しい発見ができるはずです。
ときに肉体労働を伴うこの仕事では、経験
者が優遇される場合があり、また、給料の出
ないエクスチェンジとなる傾向にあります。
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北島は文化と自然を楽しめる地域です。旅がしやすく、 特に都市部では、日本と変わらない生活
ができます。またキウイフルーツのような農作物がたくさん栽培されている、広大な地域も広が
っているため、仕事をしながら北島を拠点に移動する人がたくさんいます。

ニュージーランドで旅をしよう・北島編

オークランド/Auckland
人口　約140万人
国内で一番人口が多い街。日本からの飛行機が発着す
る、ニュージーランドの玄関口です。人口が多い都市の
ため、タウンジョブがたくさんあります。ハーバーには多
くのヨットが停泊し、世界一のヨット保有率を誇ってい
ます。そしのため、「シティー・オブ・セイルズ（帆の街）」と
いう愛称を持つ街として名が通っています。

ロトルア/Rotorua
人口　約7万人
北島最大の温泉観光地で、日本の別府市と姉妹都市で
す。またマオリ文化の街としても有名です。多くの湖や大
きな森がある、自然豊かな場所で、各観光地への中継
地点でもあるため、便利かつニュージーランドらしい地
域と言えるでしょう。周辺ではキウイフルーツ産業が盛
んです。おススメ・ハイキング、間欠泉、ゾーブ、ラフティン
グ、湖散策、ホビトンツアーはロトルアからも出ています。

タウポ/Taupo
人口　約2.4万人
北島の中心に位置するこの地は、日本の箱根と姉妹都市
です。そして、南半球最大の湖・レイクタウポや、莫大な水
量を誇るフカ滝が有名です。湖の南側には世界遺産のト
ンガリロ連山やクロッシング、国内で一番期間が長く滑る
ことができるスキー場もあります。おススメ・スカイダイビ
ング、バンジージャンプ、登山、スキー、スノーボード。

ウェリントン/Wellington
人口　約50万人
ニュージーランドの首都。蜂の巣型の国会議事堂と、政
治の街として知られています。タウンにはカフェがずらり
と並び、コーヒー好きにはたまらない街。そして、100年
以上の歴史を持つケーブルーカーはこの地の名物です。
ここには、北島と南島を結ぶフェリーの発着地がありま
す。おススメ・ケーブルカー、カフェ、テパパ博物館。
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雄大な自然が横たわる南島。その絶景は人々の心を癒し、圧倒します。ここでは観光や農業、
酪農が盛んなため、春から夏にかけての暖かい時期に、世界各国から多くの人が訪れます。
南島ではイメージ通りの、自然に囲まれたニュージーランドらしい体験ができるでしょう。

ニュージーランドで旅をしよう・南島編

ネルソン/Nelson
人口　約5万人
南島北端の、温暖で晴天率に恵まれた地域・ネルソン。
ここでは農業が盛んで、ワイン用ぶどうの産地としても
有名です。芸術家が集う街並みは明るく、周辺地域にあ
る国立公園、海辺の風景は、ニュージーランドで1，2を
争う美しさです。おススメ・国立公園ハイキング、シーカ
ヤック、タウン散策、ワイナリー巡り。

クリストチャーチ/Christchurch
人口　約38万人
南島で一番人口が多いこの街は別名「ガーデン・シティ
ー」と呼ばれるほど、花や緑が溢れる街です。そのため、
英国以外で最も英国らしい場所と言われています。南島
各地へは、この地が発着＆中継となることが多く、旅の
拠点となっています。おススメ・植物園＆ガーデン巡り、
ワイナリー、「ロード・オブ・ザ・リング」ロケ地探訪。

テカポ/Te Kapo
人口　数百人
世界一美しい星空を眺めるために、世界各国から毎年
多くの観光客が訪れます。テカポ湖畔に佇む「善き羊飼
いの教会」は、ニュージーランドで最も写真に撮られて
いる教会です。そして内部の祭壇の窓から見えるテカポ
湖の景色が、息を吞むほど美しいと言われています。 
おススメ・スターウォッチ、テカポ湖周辺トレッキング。

クイーンズタウン/Queenstoｗn
人口　約3万人
壮大で美しい風景が、女王の風格のクイーンズタウン。 
1年を通してひっきりなしに観光客が訪れています。ハイ
センスな、高原のリゾート地のようなこの町はこぢんま
りとしており、中心部は徒歩でも楽しむことができます。
おススメ・スキー、スノーボード、ワイナリー巡り、ゴンド
ラ＆リュージュ。
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ニュージーランドには、数えきれないほどのアクティビティーがあります。このほとんどが自
然を楽しむアドベンチャーです。日本ではなかなかできないアクティビティーが、低料金や無
料で挑戦できるのも魅力です。

ハイキング・登山
ニュージーランドでは都市部であっても、
広い公園や遊歩道が設置され、そこを自由
に散策することができます。また、山々はそ
れほど高くなく、歩きやすいように整備さ
れているところが多いのも特徴です。山頂
からの絶景は、一生忘れることのない宝物
となるでしょう。

乗馬 
国民的なスポーツ・乗馬。個人で馬を所有す
る人もたくさんいます。特に観光地周辺には、
必ずと言ってよいくらい乗馬場があります。
そこでは手綱を自分でさばき、牧場など広い
場所を進む外乗が一般的。大人しい馬が多
いので、乗馬初心者でも安心です。

ゾーブ
巨大なプラスティックの球体の中に入り、
斜面を転がるゾーブは目の回る楽しいアク
ティビティーです。ボール内に入れた水の
中で転がるタイプと、ハーネスに固定され
て転がるタイプあり。ひとりでも、友達と複
数で挑戦することもできます。

ラフティング
ラフティングは、エンジンの無いゴム製の
ボートに、6～8人ほどのグループとガイド
が乗り込み、急流を下るスリリングなアク
ティビティー。ときに激流に流されたり、滝
から落ちるなど、かなりエキサイティング
な体験ができます。

Let’s Try アクティビティー！
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バンジージャンプ
バヌアツやニューカレドニアで行われてい
た儀式をヒントに改良、アクティビティー
として世界に広めたのはニュージーランド
人です。つまりこれは、ニュージーランド発
祥。ゴム製のロープを足に括り付け、橋な
どの高所から飛び降ります。度胸試しにぜ
ひどうぞ！

スカイダイビング
ニュージーランドではとてもメジャーなア
クテビティー。インストラクターと飛ぶタン
デムダイブなら、初めてでも怖くないでしょ
う。高度により料金が違い、別料金で写真
やビデオ撮影もあります。上空はとても寒
いため夏にチェレンジしてみよう。

スキー＆スノーボード 
ニュージーランドは日本と季節が逆で雪
質が良好、滑りやすことから、世界の一流
選手がトレーニングのために渡航していま
す。シーズン券ならば比較的安く、長期で
楽しむことができます。またシーズンは、6
～7月頃に始まり、9～11月頃に終わりま
す （地域によります）。

イルカウォッチ 
ニュージーランドの沖合には、イルカがや
ってきます。そこに辿り着くまで、クルーズ
船で数時間かかりますが、イルカに出会え
たときの感動はひとしおです。出会えなけ
れば、次回無料で再チャレンジできる会社
もあります。場所により、ビーチすぐそばに
イルカが現れることも。
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ワーキングホリデーFAQ
Q 渡航時期はいつ頃がいいですか？ 
A ９月頃から1月くらいまでの春・夏の渡航をおススメします。
理由は、暖かい時期の方が生活や旅がしやすく、またワーホリ向きの仕事が増えるからです。
冬の場合は、スノーボードのようなウィンタースポーツが好きであれば、おススメできます。
秋冬渡航の場合、その時期の現実を把握しましょう。そして仕事を探すならば、春や夏より根気
よく挑戦する必要があります。

Q 予算はどのくらいあればいいですか？
A ７０～８０万円あれば、しばらく不安はないでしょう。  
これは、滞在する地域、生活レベル、仕事をするかどうか、為替レートなどに左右されますが、こ
のくらいあれば、渡航後暫くは不安は無いと思います。なおこれは、航空券などを購入する前の
段階での予算です。一般にニュージーランドでは、ワーホリ知識を持って計画し、準備をすれば、
現地での大きな出費がほとんど無いはずです。また仕事やエクスチェンジをした場合、手持ちが
ほとんど減らないか、プラスになって帰国する方が多いです。

Q 語学学校には行く必要はありますか？
A 行く必要はありません。
ワーホリは、休暇を目的とした制度です。この制度なら、旅や生活を楽
しみながら、多くのことに挑戦できます。そして生活や仕事から、生きた
本物の英語を学ぶチャンスはいくらでもあります。しかし英語はどんな
場合でも努力が必要で、使わないと上達しません。これらを踏まえ、そ
れでも通いたい場合は、ワーホリ後半の英語に慣れてきた頃に学校を
見学し、良さそうな所を短期から始めると失敗が少ないです。その前
に、学校費用は安くないことを把握し、ワーホリ中に費用を貯め、よく
考えてから判断しても遅くないでしょう。

以下は、頻繁に質問される内容とその答えです。ぜひ参考になさってください。

ワーキングホリデーは、知識を持って計画と準備をするこ
とが大変重要です。そして現地で正しい選択をすれば、ワ
ーホリは成功します。弊社では皆様に、有意義なニュージ
ーランドワーホリをして頂きたいという願いから、サポート
をご提供しています。
また、ニュージーランドを学べる各種SNSを随時アップし
ていますので、ぜひ参考にされ、ご質問等はお気軽にご相
談ください。

弊社からのメッセージ


