
オーストラリア・ワーキングホリデー希望者向けパッケージ
AJPP（Australia Job Package Program）のご案内

フィリピンでの英語トレーニング+ オーストラリアでの仕事紹介サービス

ワーキングホリデー目的で初めてオーストラリアに入国すると、人によって最初の数ヶ月を浪費
してしまうことがあります。こちらのパッケージプログラムをご利用頂くことにより、オーストラリア
で生活し、仕事をするために必要な情報やノウハウを得ることができます。これにより渡豪初期
の時間と費用を節約できるだけでなく、多様な経験、友人、思い出を作ることができます。



今回ご案内するプログラムは、従来のフィリピン語学学習＋オーストラリアワーキングホリデープログラム
とは異なります。単にワーキングホリデー向けの仕事を紹介するだけに留まりません。

API BECIが提携するOZCAREERは、 2002年に開設されたオーストラリアに本拠地を置く会社です。
過去10年間に渡り、アジア諸国出身の就職希望者9,500名に職業訓練、教育、仕事を提供しています。

OZCAREERは、シドニーとニューサウスウェールズ州内の地域において様々な種類の仕事を紹介します。その職種には、応募者の専攻や
経験、希望職種によって、料理人（コックやシェフ）、美容師、レストランなど飲食店勤務職、バリスタ、農場勤務職、工場勤務職などが

あります。オーストラリア到着後には空港での出迎えサービス、定住初期の諸手続きサポート、就職に向けたトレーニングが提供されます。
就職とその後のフォローアップを通じて、プログラム利用者を 100％ケアすることを目標として当プログラムを提供します。

オーストラリアでのワーキングホリデー生活が、多くの失敗に見舞われず成功できるよう最善を尽くすことをお約束しま
す。 長年の経験と専門知識を持つシドニーのローカルスタッフが、オーストラリア到着直後の

慣れない環境でみなさまが直面するお困りごとの解決に向けて最善を尽くすことをお約束します。

はじめに

オーストラリアのワーキングホリデーに必要な内容、
オーストラリアでの定住初期サポート、英語学習、就職のためのトレーニングと

仕事紹介まで網羅的に含まれたプログラムです！



利用プロセス

[ 必要書類 ]
・パスポート個人情報ページのコピー
・航空券 (後日、フライト情報の提供が求め
られます。)

1. 日本の協力代理店様を通じて、お客様の集客とコンサルテーション／カウンセリング

2. パッケージ申し込み用紙と同意書への必要事項記入。日本の協力代理店様を通じて

APIBECI Academyへ送付。（代理店様からAPIBECIへ） 

3. 提出書類の確認と結果のお知らせ（APIBECIから代理店様へ）

4. フィリピンでの英語トレーニング+オーストラリア・ワーキングホリデー仕事紹介パッケー

ジへのお申込みと費用のお支払い（お客様から代理店様へ）

5. ワーキングホリデービザの申請と航空券の手配

6. 代理店様からお客様向けフィリピン渡航前オリエンテーション

7. APIBECI Academyでの英語トレーニング

8. オーストラリア入国前オリエンテーション

9. オーストラリア到着、最初の滞在場所への移動、オーストラリアの仕事紹介代理店

OZCAREERによるオリエンテーション

10. OZCAREERのスケジュールに基づきプログラム提供

* 当プログラムは、フィリピンの語学学校
APIBECIとオーストラリアの仕事紹介代理
店OZCAREERが協力して提供するもので
す。

日本の協力代理店様を通じて、「フィリピンで
の英語トレーニング+オーストラリア・ワーキ
ングホリデー仕事紹介パッケージ」にお申込
み頂く必要がございます。



フィリピンでの英語ト
レーニング

渡豪初期の方への
プログラム

仕事のマッチング 2  3 1

このプログラムが特別な3つの理由

1. お客様が望む仕事のマッチング
2. 時給オーストラリアドル$21.38

またはそれ以上保障
3. 月平均賃金オーストラリアドル

$4,000またはそれ以上保障

1. 1：1クラスでの集中英語ト
レーニングコース 

2. リーズナブルなトレーニング
費用

3. 世界各国からの生徒様

1. 空港で車による出迎えサービスと
短期宿泊施設提供

2. 銀行口座開設サポートのような定
住初期サポート 

3. 就職用トレーニング

● 詳しくは7ページをご覧ください ● 詳しくは7ページをご覧ください



フィリピンでの英語トレーニング

API BECI Academyは、フィリピン・バギオ市で20年に渡り
語学学校を運営し、対面クラスとオンラインクラスの両方を
提供しています。API BECI Academyの優秀なフィリピン人
講師とマネージメント・チームにより、効果的で実践的な英語
トレーニングを生徒様に提供します。

オーストラリアの語学学校で学習すると、クラスは1：10のグ
ループクラスで提供され、家賃や食費など生活費も別途支
払う必要があります。フィリピンでの英語トレーニングの場
合、1：1クラスが多く提供され、食費と学生寮滞在費も留学
費用に含まれます。オーストラリアでの語学学校の授業費の
み（家賃などの滞在費を含まない額）相当額で、フィリピンで
の英語トレーニングに必要な授業費と滞在費がカバーでき
ます。



OZCAREERとは            

OZCAREER TRAINING は、アジア人を対象にした仕事紹介と就職

に必要なトレーニングを提供するために設立された最初のエージェン

ト（代理店）です。10年以上に渡り、約9,500の仕事をオーストラリア人

やオーストラリアでの就職を希望する海外出身者に紹介しています。

本部はオーストラリアのシドニーにあり、ブリスベンとメルボルンにも

支社があります。

OZCAREERは、就職に必要なトレーニングから仕事紹介までを提供

する唯一のオーストラリア雇用カウンセリング・マネージメント会社で

す。

OZCAREERは、オーストラリアでのワーキングホリデーの準備をして

いる生徒様のために、過去10年間、定住初期サポートおよび仕事の

マッチングサービスを提供してきました。



オーストラリアでの
定住初期サポート

空港出迎え
オーストラリア入国後、空港で車による出迎え
サービスを受けられます。

短期宿泊施設提供 短期間の宿泊施設を提供します。 (Cityにて6泊7日
／4人部屋の寮施設)

銀行口座
開設サポート

オーストラリア到着後、銀行口座開設のサポート

USIM 
登録サポート

オーストラリアの携帯電話USIMカード購入と登
録のサポート

TFN 納税者番号登録
サポート

オーストラリア納税者番号(TFN)の登録サポート

オリエンテーション
オーストラリア・シドニーの専門家から、オース
トラリアでの定住に関する情報やコツの共有

• オーストラリアに外国人として入国する際の不安を

軽減・解消

• 申込書に記入した後は、必要なプログラムの提供

開始！

• オーストラリアでの生活を始めるために

必要なサービスの提供

• 不必要な時間を軽減することにより、

仕事探し、勉強、旅行に集中できます。 
• 渡航直後の滞在場所の心配はありません！（渡航

後の最初1週間、滞在場所の提供有）

• プログラム費用以外の追加費用請求なし

 [ビザ登録費用、航空券費用、生活費はプログラム

費用に含まれません。 ]

日 月 火 水 木

内容
オーストラリアの紹介

と
オリエンテーション

オーストラリア
での証明書
に関する説明

1.履歴書とカバーレターの
書き方トレーニングとフィードバック

2. 採用面接のトレーニング／
ロールプレイ

オーストラリア
の税制と銀行
に関する情報

提供

時間 2時間 1時間 2時間 1時間

就職用トレーニング・スケジュール



仕事のマッチング
必要条件

• ワーキングホリデー・ビザ所有者
• 英語スピーキング力がそれほど高くない方も利用可能

仕事マッチングの
可能な場所

• ニューサウスウェールズ州（シドニーとその郊外地域）

プログラム
有効期間

• オーストラリア入国から3か月以内

職種・
ポジション

労働環境
• 週平均労働時間25～40時間
• 2022年7月時点の最低賃金（時給） AUD 21.38ドル 
• 平均月給 AUD 4,000ドル以上

トレーニング
コース

• 英語での履歴書サンプル、履歴書の書き方トレーニングとフィードバック
• オーストラリアの文化と仕事に関する情報提供
• 就職のためのカウンセリングと仕事マッチング用面接を２つ提供
• 就職後も1か月間は採用情報の継続提供。

プログラムの
利点

シドニーを含むニューサウスウェールズ州の仕事を紹介するオーストラリア唯
一の仕事探しサポートプログラムは、オーストラリアに初めて来る方に質の
良い仕事を紹介します。

• 仕事マッチング　ポイント１
希望する職種やポジションを提供する会社との面

接を２つ紹介。 (対人関係に問題があったり、採用通

知をもらった会社からの仕事を辞退するなどの場合を

除き、100％仕事を紹介）

• 仕事マッチング　ポイント２
2番目の仕事マッチング用面接でも仕事を得られない

場合、就職のためのトレーニングを受講した後、 1か月

間、希望する会社の採用情報が提供されます。 (会社

名、時給、ポジション、勤務地、就業日数・時間 )

• 仕事マッチング　ポイント３
雇用された後1か月間、採用情報の継続提供。

（仕事を見つけた後も、労働環境や賃金は最初の 1か
月間確認されます。転職したい場合、新しい仕事に関

する採用情報が提供されます。）

• 農場　（季節労働）
• 建設関係 (タイル貼り、防

水作業)
• 販売

• キッチン補助     

• 工場勤務 (鶏肉工場など)
• 飲食店勤務(レストラン、カフェ)
• 調理関係

• 美容関係 (ヘアー,ネイル, スキンケア)
• バリスタ



スケジュールの例
フィリピンでの英語トレーニング 12週(8/29～11/19) + オーストラリアでの仕事紹介サービス

日 月 火 水 木 金 土

BECI入学前
ワーキングホリデー
ビザ申請

8/29 BECI入学 30 31 9/1 2 3

<<< フィリピンでの英語トレーニング 12週>>>

13 14
オーストラリア出国
前OT

15 16 17 18 11/19 BECI 修了
バギオtoマニラ 

20 
マニラtoシドニー空
港到着後ピックアッ
プ ＆ 有心、交通
カード購入
＆ 短期宿泊チェック
イン

21
就職トレーニング1
日目 (OT) &
銀行口座開設
 

22
就職トレーニング2
日目 （オーストラリア
資格情報の紹介）& 
TFN開設

23
就職トレーニング3
日目（履歴書書く方
法など教育）

24
就職トレーニング4
日目 (オーストラリア
の税金・金融教育)

25
希望企業情報提供
（就職トレーニング後
1ヶ月間）

26
短期宿泊チェックア
ウト

27 <<< 就職のためのトレーニングを受講した後、1か月間 2番目の仕事マッチング用面接 >>> 3

4 5 6 7 8 9 10



お問い合わせ

[Email] beci.academy@gmail.com

[キャンパス住所]
Cafe Campus : 43 gladiola st, Amparo Heights St, Baguio, Benguet, Philippines

Sparta Campus : 37 Yangco Rd Baguio, Benguet, Philippines

City Campus : Unit G213 Zone Vill - 48 Kisad Rd, Montinola Subd, Baguio, 2600 Benguet, Philippines

[Skype ID] live:.cid.ba5a38a651f06ba3


