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The most widely used FREE study abroad guidebook in Japan
20,000 copies of the guidebook are distributed free of charge to over 3,000 places.
- Sent to schools & universities throughout Japan.
- Given away at study abroad events.
- Orders through the KBUNSHA website.

20,000 COPIES

600

Preschools &
English schools
offering courses for
young learners

1700

300

Junior/Senior
high schools

Junior/Vocational
colleges

throughout Japan

throughout Japan

250

Universities
throughout Japan
(JAFSA members)

150

Municipal and
prefectural
international offices
throughout Japan

2500

copies will be
distributed at education
fairs and seminars by
Education New Zealand

FREE GUIDEBOOKS mean ALL visitors at education events can have a copy!
※ Also distributed to 100 boards of education and study abroad related service providers.
※ The distribution list gets updated regularly according to the result of questionnaire surveys for high schools and colleges in Japan.
※ Most universities with an international outlook are members of JAFSA (Japan Network for International Education).
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Widely recognised as reliable source of information
KBUNSHA has been publishing free study abroad guidebooks in collaboration with foreign embassies and official
organizations since late 1990s. Because of the long experience of producing study abroad guidebooks, KBUNSHA
has gained trust from teachers/staff of Japanese institutions. Schools and instituions use KBUNSHA Guidebooks as
reliable “textbooks” at their study abroad events.

Promotion through KBUNSHA websites
KBUNSHA has been running a study abroad website for over 15 years and it is widely known by schools and instituions
in Japan. All contents of the New Zealand Guidebook will be posted on a website dedicated for studying in New
Zealand. The website is linked to the KBUNSHA main site and will further increase the exposure of information about
advertising institutions. http://kbunsha.com/newzealand/

Features of KBUNSHA guidebooks
▶ It is an increasing trend to get information for free and free publications are more widely read.
▶ A large circulation (20,000 copies plus on-line version) makes it possible to send multiple copies to over 3,000 organizations.
Those organizations that receive our guidebooks can therefore distribute free copies to students at their own events.
▶ KBUNSHA Guidebooks are distributed to over 150 international offices of municipal governments, and they give away our
guidebooks to visitors at their offices and events.
▶ Comprehensive information on education systems, how to apply and for living in the country.
▶ People tend to keep KBUNSHA Guidebooks for a long time from the time when they first start thinking about study abroad
plans until after they start studying in the country.

Contents

Advertisement rates & size

- Comprehensive oveview of New Zealand education system
for international students in Japanese language and study
opportunities for Japanese students
- Practical information on student lifestyle in New Zealand
- Information and procedures on applications, student visa,
IELTS, etc.

Options

Rates

Size
H×W（mm）

Two page colour

JPY 200,000

257×364

Four page colour

JPY 300,000

257×364 + 257×364

Layout and contents of the advertisement will be discussed

- Student testimonials

between Kbunsha and the advertising organisation.

- Advertisements from New Zealand institutions, Japanese
consultants and corporations (banks, travel agencies, etc.)

Deadline for booking space

Specification

22 March 2019

Size：B5（W182mm × H257mm）
Pages：80pp

Deadline for artwork/materials

Publication
10 May 2019（20,000 copies）

29 March 2019

Contact details
Ms Minori Takahashi（Director）KBUNSHA
303 Tokyo Lutheran Centre Building 1-2-32 Fujimi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0071 Japan
Tel. +81-3-3234-1744

Fax. +81-3-3234-1827

E-mail: minori@kbunsha.com Website: https://kbunsha.com/ Facebook: www.facebook.com/kbunsha

Sample Pages
フレンドリーな都市

留学に最適な学生の街

世界第 1 位

世界トップ 20

コンデナスト・トラベラー
2016

学生街世界ランキング
2016

治安の良い国

世界第 2 位
世界平和指数
2017

住みやすい都市

世界第 3 位
マーサー世界生活環境調査
2018

未来に向けた教育を
行っている国

世界第 1 位
エコノミスト・インテリジェンス・
ユニット＆Yidanプライズ財団

220 以上
オークランド
在住民族総数

NEW ZEALAND

ウェリントン

総合大学

Wellington

ウェリントンにあるふたつの総合大学はどちらも世界でトッ
プ3％に入っています（QSランキング）。

WELLINGTON

Victoria University of Wellingtonは研究の質において国内
1位です。

世界でいちばんクールな首都

Massey Universityのウェリントンキャンパスには、世界
レベルのデザインスクールがあり、他にも優れたプログラ
ムを数多く実施しています。
工科大学・ポリテクニックのWelTec and Whitireiaは、産
業界や企業と協力して開発した専門・職業教育を提供。ア
ート専用に新しく建設されたキャンパスも魅力です。
私立の専門学校は、デザイン、観光、IT、ビジネス、料
理、ダンス、演劇、農業、英語などのコースを開講してい
ます。
小中高校：ウェリントンには236校の小中高校があり、多く
の学校で留学生を受け入れています。男子校、女子校、男
女共学、都市部の学校、郊外や田園地域の学校など、様々
なタイプの学校から選択できます。

食文化
ウェリントンはニュージーランドの食の都として知られてい
ます。200以上のアジア系レストランがあり、スーパーでは世
界中の食材が売られているので、容易にふるさとの味を見つ
けることができます。
「ウェリントンは世界でいちばんクールな首都です」

ニュージーランドの中心に位置する、水辺の街ウェリ
ントンは、自然に囲まれクリエイティブなエネルギー
にあふれています。

̶ロンリープラネット Best in Travel

文化、歴史、自然、食が力強く融合したコンパクトな
都市で、勉強するにも最高の場所です。

市内の移動も簡単
ウェリントンには安全で便利な公共の交通機関が整備されてお
り、市内の移動も簡単です。

ニュージーランドの首都は活気があり国際色豊か。街の中を
移動するのも簡単です。温かい歓迎と充実した留学生活を求
めるなら、ウェリントンを考えてみてください。
ウェリントンは留学生がもたらす多様性を歓迎します。
ここは学生が才能ある起業家やビジネス界の革新的な人々
と交流することのできる場所です。ウェリントンのコンパク
トさが、学校、研究機関、企業、そしてニュージーランド政
府間の協働を促進しています。
濃い目のコーヒーと質の高い教育でエネルギーを充てんし、
週末や休暇期間中にはちょっと変わった街を散策。参加型の
博物館でニュージーランドについて様々な発見をしましょ
う。劇場や美術館でインスピレーションを得て、舞台やス
ポーツイベントで雰囲気に触れ文化を吸収しましょう。

質の高い教育
ウェリントンの教育機関は、デジタル技術やクリエイティ
ブテクノロジー、IT、ナノテクノロジー、生物医科学から
舞台芸術、調理まで、それぞれの分野で革新の中心的な存
在となっています。
政府の定める規定や世界的にも有名なニュージーランドの
優れたカリキュラムのおかげで、ウェリントンでは質の高
い教育を提供することができます。

また、多くの学生が滞在先から学校まで歩いて通学できます。
コンパクトな都市なので、市内のほとんどどこへでも歩いて行
けます。

自然の近くで生活
ウェリントンではどこに住んでも美しい自然の近くで生活す
ることができます。
海辺の散歩、森林のハイキング、ウォータースポーツなど、
アウトドアの機会はいくらでもあり、世界でも有数のきれい
な空気にも恵まれています。

ビザ
3か月以上の留学をする人は、
学生ビザが必要です。

ニュージーランドは将来必要になるスキルを身につけさせる
教育で世界をリードしています。
̶ Economist Intelligence Unit index
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About KBUNSHA
Established in 1984, KBUNSHA has been publishing free study abroad guidebooks in close collaboration with foreign embassies and official organizations since late
1990s. KBUNSHA guidebooks are widely distributed to Japanese schools, colleges and universities as well as agents and parents. KBUNSHA clients include Education
New Zealand, US Embassy, British Council, Canadian Embassy, Australian Embassy, and a number of provincial government and tourism offices.

Other Products and Services
Event Management

Website Production

Examples

Examples

Study in Canada Fairs
(since 2005)

Education USA Expo (since 2010)

Embassy of Canada

Embassy of
the United States of America

Education UK Exhibition (since 2012)

British Council

Agent seminar & workshop (2012, 2015, 2017)

Government of Alberta,
Canada

Study in New Zealand Fair (since 2015)

Education New Zealand

JASSO Study Abroad Fair (since 2016)

JASSO (Japan Student
Services Organization)

CAIS Agent seminar (since 2016)

Canadian Accredited
Independent Schools (CAIS)

Study in Canada Fairs
(since 2014)

Brochures &Translation Services
(English/Japanese)

世界最高基準を満たす
名門の全寮制私立学校へ

http://www.canada-ryugaku-fair.com

「世界」にふれる第一歩。お子さんの可能性を無限大に

カナダ 名門全寮制私立学校セミナー

11.6

本セミナーでは、CAIS によるプレゼンテーションにて
カナダのボーディングスクールの基礎知識と情報を提供いたします。
その後、参加ボーディングスクールの代表者と直接面会できます。

[ Mon ]

カナダ屈指の名門ボーディングスクールについて知ることができる
良い機会ですので、ぜひご参加ください。

17 : 30 - 20 : 30

CAIS（Canadian Accredited Independent Schools）は、カ
ナダの数ある学校の中でも、世界最高基準を満たす全寮制私
立学校（ボーディングスクール）の協会です。NAIS 委員会

参加無料・入退室自由
参加には事前登録が必須です

公認の厳しい基準を合格した 27 の学校が認定を得ています。
すべての加盟校で、質の高い教育を提供しており、世界の名
門大学からも高く評価されています。
【CAIS の特色】

会場

▲ 優れた教育環境

CAIS seminar (since 2016)

https://kbunsha.com/cais

Education USA Expo (since 2014)

http://americaexpo.jp

▲ 大学進学のサポート
▲ 安全な環境と充実した設備
▲ 人材育成、モラル教育、多様な価値観の形成を重視

〒107-8503 東京都港区赤坂 7 丁目 3 番 38 号

▲ 幅広い分野をバランスよく学習

地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩 5 分

＊カナダ大使館入館には写真付身分証明書のご提示が必須です。

/ 世界レベルの教育

▲ 生徒一人ひとりにあったプログラムの提供

在日カナダ大使館 4F

全寮制私立学校（ボーディングスクール）とは
両親や家族と離れ、寮生活において学業のみならず、規則、礼儀、自立心、コミュニケーション能力など、

事前登録・詳しい情報はセミナー特設サイトへ
当セミナーへの参加を希望される方は事前登録が必須です。

心身共に養成する寮制学校。生徒や教師が同じキャンパス内で寝食を共にし、人としての成長を多角
度から支え、徹底した少人数制のもと、文武両道教育を提供しています。

www.kbunsha.com/cais

- STUDY IN MELBOURBE brochure / The State Government of Victoria
- CAIS seminar brochure / CAIS (Canadian Accredited Independent Schools)
- EducationNewZealand website traslation / EducationNewZealand
- School profiles and application forms translation / Vancouver School Board
- EducationUSA leaflet / EducationUSA

