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ロサンゼルスエリア ホームステイ

朝食のみ 朝晩2食付

手配費用 35,000円

2週間 ＄780 ＄940 

3週間 $1070 $1310

4週間 ＄1260 $1580

追加1週間 $315/週 $395/週

追加1泊 $48/日 $59/日

朝晩2食付

手配費用 55,000円

2週間 $1000

3週間 $1400

4週間 $1700

追加1週間 $425/週

追加1泊 $64/日

18歳以上 18歳未満

キャリアエクスチェンジ手配ホームステイの特長

■ アメリカ西海岸の幅広いエリアで手配可能
■ チェックイン・チェックアウト日を自由に設定可能（平日チェックインOK）
■ 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２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、学習用デスク付）に滞在、
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
■ 地下鉄やバス等公共交通機関でのアクセスが良く、便利で安全な環境のホームステイ。
■ 現地でホームステイに関する質問・問題があった時に、いつでも相談できる“HELPホットライン（英語）”また
はキャリアエクスチェンジ営業時間（月～土曜日9-18時）のメール・スカイプ相談サポートがご利用可能。
■ インターネット・アクセス可能なホームステイを指定可能

キャリアエクスチェンジ 西海岸ホームステイ

手配エリア：ロサンゼルス郡内
ロサンゼルスダウンタウン、ハリウッド、ウエストロサンゼルス、ビバリーヒルズ、サンタモニカなど

空港送迎サービス
LAX空港⇔ロサンゼルスホームステイ 片道＄150
*8：45AM-19：00PMLAX到着であること。それ以外の到着の場合別途＄50がかかります。

カリフォルニアホームステイ料金表｜共通ご案内事項

● 1週間は7泊8日となります。
●追加は4週間以上の宿泊の場合に適用される料金となります。
●滞在開始日より1ヶ月をきる手配には、別途、緊急手配費用15,000円がかかります。
●滞在料金の他に、海外送金手数料が別途11,000円がかかります。
●混雑状況に応じて他手配先を利用する場合があります。その際は下記料金と異なる場合もありますので
事前にご相談をさせていただきます。



サンフランシスコエリア ホームステイ
手配可能エリア：

■サンフランシスコベイエリア：市内および郊外、サンタクルーズ、バークレー、

ヘイワードなど *これ以外のエリアについてはお問い合わせください。

空港送迎サービス：
SFO空港⇔サンフランシスコ市内 片道$170
*土日祝日+＄30
*深夜・早朝到着の場合別途＄60がかかります。*未成年料金はお問い合わせください

手配エリア：
■サウスベイエリアー：トーランス、ガーデナ、ロミータ
■オレンジカウンティ―エリア：アーバイン、アナハイム
■サンディエゴ：サンディエゴ市内、UCSD周辺
空港送迎サービス
空港⇔サウスベイ・オレンジカウンティ-片道＄150
*8：45AM-19：00PMLAX到着であること。それ以外の到着の場合別途＄60がかかります。

サウスベイエリア・サンディエゴホームステイ

朝食のみ 朝晩2食付

手配費用 35,000円

2週間 $930 $950

3週間 $1210 ＄1230 

4週間 ＄1325 $1425

追加1週間 $275/週 $300/週

追加1泊 $45/日 $45/日

朝晩2食付

35,000円

$940

$1310

$1580

$395/週

$59/日

サウスベイ/オレンジカウンティ― サンディエゴ

朝食のみ 朝晩2食付

手配費用 35,000円

2週間 $980 $1160

3週間 $1370 $1640

4週間 $1660 $2020

追加1週間 $415/週 $505/週

追加1泊 $62/日 $75/日

18歳未満(2食付）

55,000円

ー

ー

$1670

$475/週

$70/日

サンフランシスコ市内 サンフランシスコ郊外/その他エリア

朝食のみ 朝晩2食付

手配費用 35,000円

2週間 $800 $960

3週間 $1100 $1340

4週間 $1350 $1670

追加1週間 $337/週 $417/週

追加1泊 $50/日 $63/日



ホームステイ・ガイドライン
●キャリアエクスチェンジ営業時間（月～金曜日9-18時）に、ホームステイに関するメールまたはス

カイプでの日本語サポートの対応が可能です。現地サポートは英語のみ、メールでのサポートとな

ります。

●空港送迎サポートに関して各エリアで待ち合わせ場所や緊急連絡先電話番号が異なります。渡

航直前にご案内させていただきます。

●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民のご家庭/個人になります。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。

● カリフォルニア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りますので、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います。

● シャンプー類、洗濯洗剤、石鹸、トイレットペーパー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。

空港送迎サービス：
SFO空港⇔ホームステイ片道$170 *土日祝日+＄30 *深夜・早朝到着の場合別途＄60がかかります。

シリコンバレー/サンノゼエリア ホームステイ

18歳以上 朝晩2食付 18歳未満 朝晩2食付

手配費用 35,000円 55,000円

2週間 $940 $1000

3週間 $1310 $1400

4週間 ＄1580 $1700

追加1週間 $395/週 $425/週

追加1泊 $59/日 $63/日



● 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、きちんとゴミの処理を心がけてください。

● 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、必ず事前にホストファミリーの許可を得てください。長距

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各自洗濯をして下さい。

● 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、家に持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。

● 基本的にお友達を招いたり、宿泊させることは禁止されています。家庭によって対応が異なり

ますので、友人をステイ先に招待する場合は必ず各自ホストファミリーの許可を取って下さい。

● 安全の為、帰りが遅くなる予定があれば、あらかじめホストファミリーに連絡しておきましょう。

● ホームステイ先はファミリー以外にも第三者が訪問することがあります。 貴重品は自己管理で
す。たとえステイ先でも貴重品を机の中やベッドの下など、鍵がかからない場所には保管しない
ようにしましょう。 貴重品は自分のスーツケースに鍵をかけて保管するなど自己管理をしてく
ださい。ステイ先で貴重品等を紛失しても、自己責任となりますので、一切の責任を負いかねます。

● 日頃持ち歩く現金は多くとも＄40～＄50程度にしましょう。学校の入学日やID提示が必要

な場合を除いて、パスポート原本はお部屋のスーツケースの中などに保管し、日常生活ではコピー

を持ち歩くとよいでしょう。

● 言葉が通じなかった為に、または他の理由で、ホストファミリーとの間に問題が起きたときは決

して遠慮や我慢をせずに速やかに現地担当者（英語対応）に連絡をするか、東京オフィスに連絡を

下さい。

● 滞在の延長は当社の承認が必要となります。ホームステイ先との金額にかかわる全ての変更

手続きは、キャリアエクスチェンジ によって扱われるものとします。

● 万が一、ホームステイ先に問題が生じたり、ホストファミリーとの間にトラブルが発生したり等、

安心した生活が継続できない状況であると判断された場合、1度に限り無料にてホームステイ先の

変更をお受けします。2度目以降の滞在先の変更は、別途手数料を申し受けての対応。ホストファ

ミリー（滞在先）の変更は、お申し出いただいてから4週間以内とさせていただきます。
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