
カナダ 現地サポート内容
サポートデスクがある都市

バンクーバー トロント

カナダ
MAP

現地到着後の流れ サンプル例

現地デスク サービス一覧

こちらは「空港ピックアップ」「ホームステイ」をご利用になった場合の例です。

※上記以外の都市では現地デスクでのサポートができません。予めご了承ください。

無料サポートのお申込には条件がございます。詳しくはスタッフにお尋ね下さい。

トロント

バンクーバー

空港
ピックアップ

到着した空港で
日本人スタッフが
お迎え！ホームステイ
先までお送りし、
ファミリーと対面！

ホームステイ
先にて

学校初日
までの過ごし方

語学学校
初日について

現地デスク
オリエンテーション

その後は…

1 3 5

2 4 6

一例として
参考にどうぞ！

有料
サービス

無料
サービス

留学ドットコムの現地デスクでは、こんなに
たくさんの種類のサポートが受けられるの？
初めての海外生活でも安心してスタートできるね！

詳細なサービス内容は裏面へ！

Oh!

現地到着後

の流れは

人それぞれ

ファミリーと過ごし
生活ルールなど
の説明を受けます。
長旅の疲れも
癒しましょう。

もし時間があれば
ダウンタウンや通う
学校などを市内観光！
登校初日は遅刻
しないよう時間に
余裕をもつこと。

入学許可証と指定書類
（パスポートや保険書類など）

を持参して学校へ。
オリエンテーション会場
は学校とは限らないので
必ず確認しましょう。

学校終了後、留学ドットコム
の現地デスクへ。

生活に関するオリエン
テーションを行います。
参加できない場合は
その旨デスクへ
連絡します。

留学生活開始後も、
学校やホームステイ、
現地での生活のご相談
に対応いたします。
お気軽にお越し
ください！

ホームステイ
手配

空港片道
ピックアップ

郵便物、荷物
一時お預かり

※1ヶ月まで無料

到着後の生活
オリエンテーション

学校に関する
情報提供、

入学手続き代行

日本語パソコン
無線 Wi-F i
完備

海外旅行保険
加入の
お手伝い

無料医療通訳
のご紹介

社会保障番号
取得のお手伝い

※ワーキングホリデー
の方のみ

ビザ変更・延長
アドバイス

携帯電話
契約サポート

銀行口座開設
サポート

英文履歴書
作成アドバイス

現地旅行会社
のご紹介

CAー001



Toronto
現地デスク インフォメーション あなたの海外生活を親身にサポートいたします。

お気軽にご相談にお越しください。

サービス詳細

Vancouver

カナダ・バンクーバーは海や山に囲まれた近代的な
都市で、世界中から多くの観光客や留学生が訪れま
す。治安が良く語学学校やアルバイト先も豊富にあ
りますので、1週間の短期留学から1年間のワーキ
ングホリデーを計画している方まで充実した海外生
活を送って頂けます。

人生の貴重な時間を使ってカナダ留学する！と決断
された皆様と現地でお会い出来ることを楽しみにし
ております。

所 在 地 #245 20 Eglinton Avenue E Toronto, Ontario, M4P 1A9

T E L 1ー 416ー 485ー 0760

営業時間 月～金  11：00 ～ 17：30

『郷に入りては郷に従え 』日本という、物質的・清
潔さ・サービス・またインターネット環境でさえも
含む何もかもがトップレベルの国から、別の異なっ
た考え・システム・価値観の国に行くと自覚してか
ら飛行機に乗ってくださいね！それだけでカナダで
の生活が随分楽しく有意義になります。新しい発見
や語学だけでない何かを学ぶ楽しさが増えます。移
民の国カナダ！また世界一人種の入り交じった都市
トロント。ここに世界があります。本当の意味での
グローバルを是非このトロントで体験して下さい。

現地の日本人スタッフが到着時に空港にてお出
迎えしそのままホームステイ先へお送り致しま
す。車内で現地に関する質問をして日本語で解
決することが出来るので安心です。

空港片道ピックアップ

スムーズな留学生活を始めるために必須の現
地オリエンテーションを到着翌週に行ってい
ます。現地の交通機関、医療、現地で必要な
諸手続き、日本語の通じる機関、治安、学校
、仕事/アパート探しの注意点、お買い物、観
光など海外生活スタートに必要な情報が満載
です。ぜひご参加ください！（※正確な開催
日時は留学担当へお問い合わせください）

到着後の生活オリエンテーション

語学学校の現地体験入学を無料でお手配してい
ます。また、渡航前に申し込んだ語学学校を卒
業した後、キャリアアップにつながる専門学校
やテスト対策コースなどをご希望の際に経験豊
富な現地デスクアドバイザーが丁寧なカウンセ
リングを通して的確な学校情報を提供しサポー
トします。

学校に関する情報提供、手続き代行

現地デスクのオフィス内で日本語対応のパソコ
ンをご自由にお使い頂けます。
また、お客様ご自身のパソコンをお持ち頂けれ
ばワイヤレスネットワークもご利用頂けます。

日本語パソコン / 無線 Wi-Fi 完備

現地で銀行口座開設希望のお客様にお勧めの銀
行をご紹介致します。カナダではお給料を小切
手でもらうことが多いのでカナダの銀行にて口
座を持つ必要があります。

銀行口座開設サポート

現地で携帯電話を購入されたいお客様にお勧め
の携帯プランや携帯会社の案内をします。

携帯電話契約サポート

学生ビザの延長やワーキングホリデービザ→観
光ビザなどビザの変更や延長を希望される際に
経験豊富なカウンセラーが手続きのアドバイス
を提供します。

ビザ変更・延長アドバイス

カナダで働く際に必ず必要となる社会保障番号
取得の取得方法をご案内します。（ワーキング
ホリデーの方のみ）

社会保障番号取得のお手伝い

現地で怪我をしたり病気になった際、安心の無
料医療通訳会社をご紹介します。また最寄りの
クリニックや医療システムのご案内もしており
ます。

無料医療通訳のご紹介

ビザを延長される際などで海外旅行保険の更新
が必要になった場合の新規加入のお手伝いいた
します。

海外旅行保険加入のお手伝い

旅行や引越しの際にスーツケース1つ分程度の
お荷物を1ヶ月無料でお預かりします。また、
バンクーバー・トロントそれぞれの現地デスク
宛にて郵便物をお送り頂きオフィス内で管理す
ることが可能です。

郵便物、お荷物一時お預かり

カナダ現地でアルバイトを探したり就職活動を
される際に英文履歴書、カバーレターの書き方
をサンプルに沿ってアドバイス致します。

英文履歴書作成アドバイス

航空券やツアーパッケージのご購入をご希望の
お客様に日本語の通じる旅行会社のご紹介をし
ております。

現地旅行会社のご紹介

ホームステイ手配

ホームステイの魅力

短期・長期の滞在に関わらずカナダに
住む家族と寝食を共にすることで旅行
をするだけでは分からない北米の文化
や慣習を肌で感じることが出来ます。

また夕食を一緒に食べたり家族の団ら
んに参加し、1日中英語のシャワーを浴
びることによって英語力も飛躍的に向
上するでしょう。

海外のリアルな生活を
体験することが可能

留学生活が始まると語学学校に通った
り、アルバイトを探したりなど思った
よりも忙しい毎日が続きます。
　
まだ自炊をするほど環境に慣れていな
い時は、ホストファミリーが1日3食
作ってくれるので安心して生活するこ
とが出来ます。
　
好きな食べ物や嫌いなもの、アレルギ
ーなども初日に伝えておけば出来る限
り希望にあった形でファミリーも食事
を提供してくれます。

1日3食付で
忙しい毎日でも安心

海外初心者の方でも英会話が得意な留学
経験者もやはり単身で海外生活をすると
いうのは少し不安なものです。
　
そんな時に到着してから家族の一員とし
て接してくれるホストファミリーの存在
は大きな心の支えになるでしょう。一緒
に生活をするにつれて本当の家族のよう
に打ち解けていくことが出来ます。
　
カナダに第2の家族を作って留学中だけ
ではなく帰国後も連絡を取り合える関係
をぜひ築いてください。

カナダで第2の家族を
作ることが出来る

私たちが手配をするホームステイ家族は
皆ホームステイ受け入れの経験が豊富だ
ったり、日本や他の国の文化に興味があ
ったりと皆さんが到着されるのを本当に
楽しみに待ってくれています。

どんなに優しくても文化の違いで戸惑
うことはあるかと思いますが、そんな
違いも話し合ってお互いの住みやすい
環境にしていくことで国際交流も深ま
るでしょう。

留学生の
受け入れに慣れている
心優しいファミリー

留学ドットコム
手配ホームステイの安心ポイント

ホームステイ参加条件

心身ともに健康な方

海外保険に加入している方

英語力に不安がある
初心者の方も歓迎

最短1週間からの申込が可能

安心の
ホームステイ選定方法

カナダ留学ドットコムでは、新しいホームステイ家族を登録する際には必ず家まで訪問し、面接を行
います。そこで家の環境や清潔さ、家族のフレンドリーさなどを細かくチェックし、ご紹介できると
判断した家庭とのみ提携をしていますので安心してホームステイ生活を始めて頂くことが出来ます。

出来る限りお客様の
ご希望に沿ったお手配

ホームステイをお申し込み頂く際にペットや子どもがいる家庭を希望するか、アレルギーやその他リ
クエストをお伺いします。もちろん全ての希望に合った家族になる確率は少ないかもしれませんが、
その時期に空きのある家族の中で一番お勧めのファミリーをご紹介します。どの家族もそれぞれ良い
ところがありますので、あまり細かくファミリーを絞ってしまうよりも私たちスタッフを信頼してマ
ッチングを任せて頂くのが良いファミリーと出会える秘訣かと思います。

延長率が高いカナダ
の上質ホームステイ

ホームステイは4～12週間のお申し込みが平均ですが、現地に来てから延長したいと言われるお客様が
多いのがカナダホームステイの特徴です。食事がおいしい！やファミリーともっと交流を続けたい、と
いうお言葉を聞くのが私たちスタッフがホームステイを手配をしていて一番嬉しい瞬間です。

※基本的に1名1部屋でのお手配です。(他に留学生がいる家庭もありますが、各自プライベートルームが用意されます。)
※タオルや石鹸などの消耗品は自分で用意する必要がありますので渡航前にご用意ください。

所 在 地 #219-1008 Homer Street Vancouver BC V6B 2X1

T E L 1ー 604ー 568ー 8445

営業時間 月～金  10：00～19：00 ／ 土  12：00～ 16：00

現地で必要なサポー
ト・

サービスは全てカバ
ーしているよ！

安心して現地生活を

お過ごし下さい !

バンクーバー デスク トロント デスク

スタッフ・Nana スタッフ・Hiroko


