
アメリカ・ニューヨーク・Y2020
Homestay

ホームステイ
マンハッタン or マンハッタン以外(Queens/Brooklyn等)

アメリカの⽇常⽣活を体験しながら、語学学校の授業ではなかなか学ぶことのできない⽣きた英語と⽂化に触れたい︕
⾔語や⽂化・⽣活習慣の違い等、様々な困難を乗り越えながら成⻑したい︕
物価・⽣活費の⾼いアメリカ・ニューヨークできるだけ費⽤を抑えて留学したい︕

そんな皆様には、ホームステイがおススメです。

株式会社キャリアエクスチェンジ
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAGUE303   www.career-ex.com
TEL︓03-6278-8750　FAX : 03-6264-1578　E-mail︓info@career-ex.com



*  ご出発予定⽇から1ヶ⽉をきってのご契約成⽴の場合。

朝⼣1⽇2⾷付
-

$980
$1,370
$1,700
$425.0

$65
$30

* その他、ブロンクス・スタッテンアイランド等は、お問い合わせください。

マンハッタン・ブルックリン・クイーンズ
⽚道 往路 復路

ラガーディア空港 $190

ニューヨーク︓空港送迎のご案内

⾏先

ジョン・エフ・ケネディ(JFK)空港 $190 $170

- 
$1,400 $820
$2,000 $1,130

¥11,000 ¥11,000
緊急⼿続き費⽤　(税込) * ¥15,000 ¥15,000

18歳以上の滞在費 マンハッタン以外（Brookly/Queens etc.）マンハッタン

$170
ニューアーク空港　(NJ州) お問合せ下さい。 お問合せ下さい。

キャリアエクスチェンジのニューヨーク・ホームステイ
キャリアエクスチェンジ・ホームステイの特徴

ニューヨーク︓ホームステイ⼿配料⾦

ニューヨーク︓ホームステイ滞在費

18歳未満18歳以上費⽤項⽬
⼿配料⾦　(税込) ¥35,000 ¥55,000

海外送⾦通信費⽤　(税込)

$2,550

- 
朝⼣1⽇2⾷付 朝⾷付

$30 $30

$1,400
$638 $350.0
$92 $55

$30

お⾷事プラン
1週間 *7泊8⽇

2週間
3週間
4週間

5週間以上　(週)
1泊追加　(⽇)

18歳未満　追加料⾦　(週)

朝⾷付き
- 

$1,200
$1,670
$2,060
$515.0

$75

■ チェックイン・チェックアウト⽇を⾃由に設定可能
■ 学校に通学しなくても、ホームステイに滞在可能
■ 最短滞在期間1週間〜⼿配可能
■ プライベート・ルーム=個室（ベッド、クローゼット、学習⽤デスク、タオル付き）の⼿配。
リビングルームやバスルーム、キッチン等をホストファミリーと共同利⽤。個室滞在の為、プライ
バシーは確保されます。
■ 地下鉄やバスのアクセスが良く、スーパーの買物等に便利で安全な環境。
■ Wifi等インターネット・アクセス可能なホームステイの指定が可能
■ プライベートバスの⼿配＝バスルームをホストマザーや他の居住者/滞在者との共有を
せず、プライベートでシャワーを利⽤したい場合、お部屋の空き状況によっては追加料⾦で
⼿配が可能な場合もあります。料⾦は、空き状況やシーズンによって異なりますので、事前
にお⾒積りをご依頼ください。但し、プライベートバスの確約は、致しかねます。



ホームステイ・プログラムご参加頂く皆様のガイドライン

● 毎⽇の朝⾷は（Continental Breakfast︓パン、ミルク、コーヒー／紅茶、ジャム、
バター、クリームチーズマフィン、シリアルなど、ホームステイ先のキッチン・冷蔵庫にあるもの
を各⾃⾃由に頂きます。和⾷の⽤意はありません。※あくまでもセルフサービスですので、
ホストファミリーが朝⾷を⽤意してくれる、ということではありません。各⾃あるものを頂いて
下さい。
● ⼣⾷付で、もし⼣⾷を必要としない場合は事前にホストファミリーに連絡をしてくださ
い。⼣⾷の時間に間に合わないけれど⼣⾷を⾷べたい場合は、取り分けておいてもらうよ
う御願いしましょう。

● 冷蔵庫や電⼦レンジの使⽤、各⾃キッチンでの調理が可能。お鍋やフライパン等はホストファミリーから借りて下さい。
● 経済的な価格設定ホームステイ先は、英語を⺟国語とするアメリカ⼈家庭や個⼈および⽇常的に英語を使う海外からの移⺠のご家庭/個⼈にな
種差別につながりますので⼈種の希望をお伺いすることができません。
● ロサンゼルスではたくさんの部屋数がある⼤きな家もあるため、他の留学⽣も滞在している場合があります。⽇本⼈留学⽣が滞在している場合もあ
事前にご理解ください。
● ホストファミリーには常に皆さんのプライバシーを守って下さるようにお願いしてあります。留学⽣の皆様もホストファミリーのプライバシー尊重にご留意願
● シャンプー類、洗濯洗剤、⽯鹸等⾃分が使う消耗品はホストファミリーのものを使わずに、必ず各⾃ご購⼊の上ご利⽤下さい。
● お部屋の整理整頓を⼼掛けましょう。掃除機はホストファミリーから借りる事ができます。
● バスルームを家族とシェアする場合も、シャンプーをした後始末をきちんとするなど、次の⼈が気持ちよく使えるように清潔にしておきましょう。バスルー
タブがある場合と無い場合（＝シャワーのみの場合）があります。
● お部屋での害⾍の発⽣を防ぐ為に、⾃分のお部屋にはできるだけ飲⾷物を持ち込まないようにしましょう。また、持ちこんだ場合は、きちんとゴミの処
けてください。
● タバコはお部屋・建物内で吸ってはいけません。屋外でも喫煙可能場所を確認してください。
● 電話の利⽤は、できる限り個⼈の携帯電話のご利⽤をお願いいたします。やむを得ない理由でホストファミリーの電話を利⽤する場合、必ず事前に
ミリーの許可を得てください。⻑距離電話や国際電話には必ずご⾃⾝が現地で購⼊したコーリングカードをご使⽤下さい。
● ⾃分の洗濯物（ホストファミリーが貸してくれるタオル・シーツなども含みます）は⾃分で洗濯しましょう。ホストファミリーにランドリーの場所を聞いて、
濯をして下さい。



ホームステイご参加にあたり、ご協⼒いただきたい点について

● 家庭の台所の換気扇は⽇本の家庭にある様な強⼒なものではない為、建物内に調理の
匂いがこもりやすくなっています。その為、パスタなど簡単な料理では問題ありませんが、スキヤキ
級の“ヘビーな”調理は敬遠される場合があります。ご留意下さい。ホストファミリーによって、基
準が異なる場合がありますので、直接確認をしてから、本格的なお料理をするようご協⼒をお
願いいたします。
● 使った鍋や⾷器の後⽚付けも⾃分で⾏いましょう。ホストファミリーはメイドさんではありませ
んので、⾷後の⽚付けは各⾃責任を持って⾏ってください。

● 宗教的な理由でホストファミリーが特定の⾷材を嫌う事があります（例えばイスラム教徒にとっての豚⾁など）。それの⾷材はホストファミリーにとって
ち込む事さえ禁⽌されています。そのような場合は予めホストファミリーから説明がありますので、是⾮ご理解とご協⼒をお願い致します。
● 経済的な価格設定ホームステイ先は、英語を⺟国語とするアメリカ⼈家庭や個⼈および⽇常的に英語を使う海外からの移⺠のご家庭/個⼈にな
⼈種差別につながりますので⼈種の希望をお伺いすることができません。
● ロサンゼルスではたくさんの部屋数がある⼤きな家もあるため、他の留学⽣も滞在している場合があります。⽇本⼈留学⽣が滞在している場合もあ
で、事前にご理解ください。
● ホストファミリーには常に皆さんのプライバシーを守って下さるようにお願いしてあります。留学⽣の皆様もホストファミリーのプライバシー尊重にご留意願

● シャンプー類、洗濯洗剤、⽯鹸等⾃分が使う消耗品はホストファミリーのものを使わずに、必ず各⾃ご購⼊の上ご利⽤下さい。
● お部屋の整理整頓を⼼掛けましょう。掃除機はホストファミリーから借りる事ができます。
● バスルームを家族とシェアする場合も、シャンプーをした後始末をきちんとするなど、次の⼈が気持ちよく使えるように清潔にしておきましょう。バスルー
スタブがある場合と無い場合（＝シャワーのみの場合）があります。
● お部屋での害⾍の発⽣を防ぐ為に、⾃分のお部屋にはできるだけ飲⾷物を持ち込まないようにしましょう。また、持ちこんだ場合は、きちんとゴミの処
がけてください。
● タバコはお部屋・建物内で吸ってはいけません。屋外でも喫煙可能場所を確認してください。
● 電話の利⽤は、できる限り個⼈の携帯電話のご利⽤をお願いいたします。やむを得ない理由でホストファミリーの電話を利⽤する場合、必ず事前に
ファミリーの許可を得てください。⻑距離電話や国際電話には必ずご⾃⾝が現地で購⼊したコーリングカードをご使⽤下さい。
● ⾃分の洗濯物（ホストファミリーが貸してくれるタオル・シーツなども含みます）は⾃分で洗濯しましょう。ホストファミリーにランドリーの場所を聞いて、
濯をして下さい。



マンハッタン外・2⾷付
$1,700
$190

$1,890
¥207,900

マンハッタン外・2⾷付
¥0
¥0

¥35,000
¥11,000

¥0
¥120,000
¥18,490

マンハッタン外・2⾷付
$0

$300
$300

マンハッタン・朝⾷付 マンハッタン・2⾷付 マンハッタン外・朝⾷付
¥0 ¥0 ¥0

マンハッタン外・朝⾷付マンハッタン・2⾷付マンハッタン・朝⾷付
$2,060 $2,550 $1,400
$190 $190 $190

キャリアエクスチェンジのニューヨーク・ホームステイ

¥0
¥120,000
¥18,490

¥0 ¥0
¥120,000 ¥120,000
¥18,490 ¥18,490

$2,250 $2,740 $1,590

¥0
¥35,000
¥11,000

¥0 ¥0
¥35,000 ¥35,000
¥11,000 ¥11,000

③渡航後にかかる費⽤
シェアアパート滞在費

マンハッタン・朝⾷付 マンハッタン・2⾷付

18歳以上の場合
4週間滞在費

空港送迎︓往路⽚道　JFK

滞在⼿配費 18歳以上

⼩計US$
①⼩計　⽇本円　1$=120 ¥247,500 ¥301,400 ¥174,900

渡航前にかかる費⽤
プログラム⼿配費

インターン⼿配費(割引/社会⼈)

株式会社キャリアエクスチェンジ
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAGUE303   www.career-ex.com
TEL︓03-6278-8750　FAX : 03-6264-1578　E-mail︓info@career-ex.com

③　⼩計　US$
全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を⽬安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料⾦・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

$700 $300 $700
現地⽣活費・交通費等

海外通信送⾦費
ビザ申請サポート

往復航空券（⽬安）
海外留学⽣保険料(最安値例)

マンハッタン外・朝⾷付
$0 $0 $0

$700 $300 $700

②　⼩計　⽇本円 ¥368,980 ¥368,980

まずはご相談！

電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は

お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら

留学開始の

3ヶ月前を目安に


