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Staff Contact Details・現地スタッフの連絡先

Lets Homestay Tauranga Office
Support Staff: Mr Stuart Cundy

 Mrs Sachiko Hardaker

 Mrs Akiko Metcalfe

 

レッツホームステイ事務所営業時間:平日午前９時～午後４時

電話:  (07) 543-3220

ファックス: (07) 543-3268

住所 20 Cornwall Street
 Greerton
 Tauranga

私書箱 P.O. Box 3129
 Greerton
 Tauranga
 New Zealand.

Emergency Contact・緊急連絡先

Stuart
Mobile・携帯電話 (Stuart) 027-294-3144

Sachiko
Mobile・携帯電話 (Sachiko) 027-294-3146

Nationwide Free-phone: 0800-727-668

 
（市外のみ）

This guide book compiled by Let’s Homestay
October 2019 Version 22jp PDF.
© Copyright 1997-2019.  All Rights Reserved.  No part of 
this book maybe copied reproduced without permission.

For more information and copies please contactus
Email: enquiry@letshomestay.com   
Web: www.letshomestay.com
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現地スタッフのサポート

Let’s Homestay の現地スタッフは、参加
者の皆様がご満足して頂ける滞在を出来る
ようにサポートすることに勤め、ご滞在中
は２４時間電話によるサービスを設けて下
り、市内においての緊急電話呼び出しもお
受けいたします。緊急時以外の呼び出しサ
ポートに関しましては別料金にてお受け致
します。（下記参考）

※サポートをご希望されてない方は到着後
でも可能です。　

呼び出しサポートサービス

サポートをご希望されない場合は、緊急の有
無に関わらず、現地スタッフの呼び出しには
時間単位での別料金が掛かります。

呼び出しサービス値段表

７：００ＡＭ～

７：００ＰＭ
１時間単位 ＄５０

７：００ＰＭ～
７：００ＡＭ

１時間単位 ＄６５

※最初の１時間まで、１時間分がかかります。

その後３０分ごとで請求いたします。

　　

参加者の連絡先

現地スタッフは緊急時に備えてどんな場合
でも参加者との連絡が取れる状態を維持し
ておく必要があります。予定外の外泊など
がある場合は、現地スタッフに連絡先をお
知らせ下さい。

オリエンテーション

現地に到着後、スタッフと会いプログラム
オリエンテーションを行いながら、ホーム
ステイ先まで送迎し、ホストファミリーの
紹介を行います。その際、オプショナルツ
アーの説明、現地地図等を、お渡し致しま
す。

Local Coordinator Support
The Lets Homestay local coordinator in your area 
is there to make sure all your arrangements flow 
as smoothly as possible, and to help you enjoy 
your stay in New Zealand.

You can rest easy knowing there is 24 hour 
telephone support for the duration of your stay.  
Emergency call out support is also covered 
providing it is in the local area.  Staff are available 
for “other” call outs however these will incur a 
separate charge.  (Please see below)

Note: Clients may choose the supoort program 
even after their arrival.

Call Out Service
For all non emergency call outs and for clients 
without optional support sevice included, the 
following call out fees will apply.

Call Out Charge Rates
7:00am~
7:00pm

per hour $50

7:00pm~
7:00am

per hour $65

Note: Fees will be charged at a minimum  of 1 
hour and then every 30 minutes or part thereof.

Maintain Contact 
We need to be able to get in contact with you at 
anytime in the case of an emergency.  While on 
the programme, the local coordinator must be 
informed when staying at any other location over 
night that is  not part of your set itinerary.  

Orientation 
Upon your arrival to Tauranga, you will be met 
by the local coordinator.  You will receive a 
programme orientation and information pack, 
followed by a transfer to your host family home 
and an introduced to your host family.
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オプショナルツアー

お気軽にお電話で現地スタッフにお申し込
み下さい。

オプショナルツアーの支払い

オプショナルツアーは別料金となりますの
で、ツアーオペレーターに直接お支払い下
さい。現金以外でのお支払いをご希望の方
は、事前に各ツアー会社にお問い合わせ下
さい。

ホストファミリー

現地スタッフは参加者に満足して頂き、ま
た参加者とホストファミリーとの間で互い
に親睦を深めて頂くことを願っておりま
す。ホストファミリーは、参加者を家に招
いたその日から、参加者を家族の一員とし
て歓迎されることでしょう。

家庭で準備されるものは；

• ニュージーランド一般家庭の日常生活必需品

• 家にいるときの三食

• ベッド、プライバシーが守られるのに十
分な部屋

家庭で準備されないものは；

• オプショナルツアー

• 公共交通機関の交通費

• 外出時の飲食代

• 市外と国際電話

• 自分の身の回り品

※ホストファミリーは弊社スタッフが選考
し、面接をしてから登録されます。海外か
らのお客様を快く受け入れてくれる家庭を
ご用意していますが、万が一滞在中に何か問
題が発生した場合は、すぐに現地スタッフ
にご相談ください。

Activities 
Please contact the local coordinator when wanting 
wanting to participate in any activity in the book.  
acacLet’somestay 

Activity Payments
All activities not included in your programme are 
extra cost.  All extra activity fees can be paid direct 
to the activity operators.  In most situations you 
may use credit cards or $NZ travellers cheque.

Your Host Family
Your host family has been carefully selected and 
matched to suit you.  We hope you will be pleased 
with the arrangement and make a great friendship.  
The families will take you into their homes and 
treat you as a member of their family for the 
duration of your stay.

The host family will provide;
• New Zealand family home environment

• Every day; breakfast, lunch and evening meals 
while at the home

• A bed and adequate privacy.  In most cases 
you will have your own room.

The host family is not expected to 
provide money for;
• optional activities

• public transport

• meals in cafes or restaurants

• domestic and international toll telephone calls

• personal toiletries and other personal 
expenses

※All host families are interviewed and selected 
by Let’s Homestay staff as high quality host 
families.  If you are dissatisfied in any way with 
your host family arrangements, at any time, 
or should you have any problems during your 
homestay, no matter how small, contact the 
local coordinator immediately.
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参加者としての心得

Let’s Homestayのプログラム参加者は 
ホストファミリーの一員となり、家族の一
人として扱われます。参加者は少しでもニ
ュージーランド人の習慣や文化を知ろうと
努力しなければなりません。

• PleaseとThank youを言うことはとても大
切な事です。

• 家族の方以外と外出する時は、どこへ行
くのか、誰と一緒か、いつ帰ってくるの
かなど参加者の行動内容を知らせること。

• 参加者の希望による、街への往復やファ
ミリーの車に乗る回数が多い場合には、
気持ち分のガソリン代をファミリーの方
に払われる事をお薦め致します。

• 自分の部屋の整理整頓、ベッドメイキン
グをすること。自分の洗濯物などは、自
分ですることを申しでること。

• 許可なしに家族の寝室に入らない。

• 食事後の後片付けの手伝い。

• 友達を家に呼んだり、食事に誘ったりす
る時は、許可を得ること。

Your Responsibilities

As a participant in the Let’s Homestay programme 
you will become a member of your host family.  
There are a few New Zealand customs and 
courtesies that will help this change to your life 
become as pleasant as possible.

• Always be polite, to say please and thank you 
is a very easy thing and goes a long way in 
New Zealand.

• If you go out without your host family, inform 
them of where you are going, who you are with 
and when you will be back.

• If you request the host family to take you to 
various locations, other than what is normally 
required, then a contribution towards petrol 
costs is recommended.

• Clean up after yourself, keep your room tidy, 
make your own bed and offer to do your own 
laundry

• Do not enter family members’ bedrooms 
without asking.

• After meals at least take your own dish to the 
kitchen and rinse it clean

• Get permission before inviting friends home or 
for a meal
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マナー

食事の仕方

　食事中のマナーは非常に大切な事柄で、
その人の性格が表われると言われます。

下記の点に注意して下さい。

• 音をたてないように食べること。

• 食べ物が口に入っている時話したり、口
を開けたりしないこと。

• 肘をテーブルの上にのせないこと。

個人的な事柄

•	 ニュージーランドでは人の前で鼻水をす
することは大変失礼ですので鼻水が出る
時はかんで下さい。

• くしゃみ、咳が出る時は口を手で押さ
え、した後は「Excuse me」という言葉を
忘れないで下さい。

家の中では

• 喫煙する人は、家庭のルールを確かめて
従って下さい。家の中で喫煙できる家も
あれば外でしか吸えない家もあります。

• ニュージーランドでも日本のように室内
では靴を脱ぐ家があります。

• お湯の量は限られていますので、大切に
使って下さい。

• シャワーやお風呂の使い方はホストファ
ミリーによく聞いてから使いましょう。
シャワーやお風呂を使用後は髪の毛など
を残さないように片付けるのもエチケッ
トです。

• トイレを使用する時、何度も流さないよ
うにして下さい。

• 平均的なニュージーランドの家庭は朝７
時頃に起きて、夜１０時ごろに寝ます。
滞在期間中は各ホストファミリーのルー
ルに従って下さい。

Manners

Eating
Eating manners are very important, they reflect the 
type of person you are.
The following points are offensive in western 
culture when eating;
• Making sounds while eating

• Eating with your mouth open 

• Talking while eating

• Resting your elbows on the table

Personal

• To have a runny nose and sniffing in front of 
people is very rude.  It is very important to use 
a tissue and blow your nose often.

• When sneezing or coughing please cover your 
mouth with your hand.

 
 
 
In the Home

• Smokers must obey the rules of the house.  
Most homes in New Zealand are non-smoking 
and if you smoke you must go outside.

• Many New Zealand home do not permit shoes 
to be worn inside.  Please take your shoes off  
before entering your hosts home.   If unsure 
please ask.  

• Check the correct usage of the shower and 
bath with your host family.  Most farmstays 
have a limited supply of water so please be 
conservative.  Please make all your showers 
as brief as possible.

• Make sure that you leave the shower or bath 
as you found it, clean and without any hair.

• When using the toilet please do not flush over 
and over again.

• New Zealand families tend to go to sleep at 
about 10pm and wake up at 7am.  Please try 
to do the same.
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電話

ホストファミリーの家の電話を使う場合
は必ず事前に断ってからにして下さい。 
電話料金はホストファミリーと相談して支

払って下さい。

公衆電話

カード式が多いので、頻繁に利用する場合
はコーリングカードを１枚持っておくと便
利です。カードは最寄のお店でお買いお求
め頂けます。公衆電話のかけ方は、電話ボ
ックス内部に表示されています。

国際電話

電話の仕方はいくつかあります。

1) コーリングカードを使う

様々な種類のコーリングカードが販売され
ており、安値で国際電話が掛けられます。
ガソリンスタンドやコンビニで販売されて
おり、ホスト宅の電話と公衆電話から利用
できます。

2) ホスト宅の電話から

ホストファミリーの電話を使うとテレコム
の安値の国際電話が掛けられます。 
0160を押して、日本の国番号「８１」に続
いて、最初の０を取った市外局番＋相手番
号順にダイヤルしてください。

3) コレクトコール 

日本を含め世界１１カ国にコレクトコール
を掛けることが可能です。日本へは000981
をダイアルしてオペレーターの支持に従っ
てください。

Telephone
When using the home telephone please ask the 
host family first.

Discuss with the family about any charges that 
may be applicable and be sure to pay them.

Public Telephones
Most public phones are card phones so it pays 
to carry with you at least 1 phone card during the 
stay.  Calling cards can be purchased from most 
gas stations and local dairy shops.   
Instructions on how to use a pay phone should be  
indicated on the outside of the phone box.  

International Calls
There are a number of ways to make international 
calls.  

1) Using Calling Cards 
There are a number of cheap international calling 
cards avaialble.  You can purchase them from 
almost all petrol stations and local dairy shops.  
They can be used from landline and pay phone.  

2) Landline

Telecom offers cheap international phone calls 
from landline.  Dial 0160 for international calls, 
then the country code, the area code without the 
[0], and then the local telephone number.  

3) International Collect call
Please note international collect calls are 
only available to Australia, UK, United States, 
Canada, Brazil, Germany, Japan, South Korea, 
Netherlands, Ireland and Argentina. Information 
on dialling codes is available on 0170.  For 
international calls paid using your credit card, 
charges are variable and depend on the 
destination of your call.
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3 and 2 pin plug

郵便局

ニュージーランドの郵便局も日本と同じよ
うに信頼性の高い郵便局です。殆どの郵便
局が月曜日～金曜日の午前9時～午後５時ま
で営業しています。大きなショッピングセ
ンターの中の郵便局は土日も営業していま
す。

郵便

海外に手紙を送る場合は、航空便、エコノ
ミーメール、の２通りの方法があります。
薬局、書店などでも郵便局の業務が行われ
ています。上記の表示があるところがその
目印です。

郵送時間と費用

航空便の場合は５日から１０日間で届きま
すが郵送料は最も高く、エコノミーメール
では１０日から１５日間かかります。

エアメール送料 
葉書(130mm x 235mm) $2.40 
封書標準サイズ(130mm x 235mm) $3.00 
封書大(165mm x 235mm) $3.60

ＮＺ国内の普通郵便料金は1ドルです。

物品・サービス税(GST)

ニュージーランドでは、物品及びサービスに
対して15％の税が課税されます(GST)。 
店頭では税込みの価格表示になっています。

チップ

チップは原則として不要です。

電気器具

全国一律２３０ボルト、５０サイクルで３
ピンタイプと２ピンタイプのプラグ

です。

NZ Post
New Zealand has an excellent and efficient postal 
service.  Most post shops are open from 9am to 
5pm from Monday to Friday.  Some post shops in 
big shopping centres are open 7 days a week.    

How to Send
Items may be sent by Airmail or Economy mail.   
You can send letters and parcel from some 
chemists and book shops.  Look out for above the 
sign for post shop. 

Time & Costs
Airmail is the most expensive and will take 5-10 
days to reach Japan.  Economy is a little cheaper 
and will take 10-15 days. 

To send a letter to Japan by airmail will cost you 
$3.00.  To send a postcard by airmail will cost 
$2.40.  A letter or postcard within New Zealand will 
cost $1.00

Goods and Services Tax (GST)
The Goods and Services Tax is 15% in New 
Zealand and it is usually included in the price.  

Tips and Good Service
Tipping is not practised in New Zealand.

Electricity
New Zealand’s electrical system runs on a 
230 volt, 50 cycle current.  The plug used by 
appliances is a 3 pin  plug or in some cases a 2 
pin  plug. 

Post Shop
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銀行

市中の銀行の営業時間は月曜日～金曜日の
午前９時から午後４時半までです。 
土日及び祝祭日は営業していません。

クレジットカード

クレジットカードはニュージーランド全土
に普及していますので、お買い物や現金の
引き出しに便利です。ビザ、マスターカー
ド、アメリカンエクスプレス、ダイナーズ

クラブなどが広く受け入れられています。

キャッシュカードのご利用について

世界中でお使いいただけるキャッシュカー
ド（Cirrus, Metro, Link & Plus 等）は、
そのカードのマークの記されたATM機でご利
用頂けますが、あまり広く普及してはおり
ませんので、ご利用は町の中心部に限られ
ます。

交通機関

市バス

タウランガの市バスはBay Hopperと呼ばれて
おり、１週間休みなく運行しています。

ご利用方法、時刻表は現地スタッフまでお尋
ねください。

タクシー

ニュージーランドのタクシーは日本より低
料金でご利用いただけます。タクシー乗り
場が市の中心部に点在しています。 

「Taxi Stand」という表記が目印です

長距離バス

長距離バスは毎日運行されております。 
詳細は現地スタッフにお尋ね下さい。

国内線航空

ニュージーランド航空が、毎日ほとんどの都
市に向けて運行しております。旅行の詳細、
日程につきましては、現地スタッフにお尋
ね下さい。

Banks
Banks are open from 9AM to 4:30PM, Monday to 
Friday except public holidays.  

Credit Cards 
 
Credit cards are used all over the country for 
regular puschasing.  Some of the accepted cards 
are Visa, Mastercard, American Express and 
Dinners Club.  

Using Cash Cards 
A few banks in New Zealand wil take these cards.  
A picture of the card will be displayed at any ATM 
that can take them.  They are not widely used in 
New Zealaqnd and are only listed in the innter city 
branches.  

Transport 
Local Buses 
Tauranga’s city bus is called”Bay Hopper” and 
they run 7 days a week.  Please ask sk your local 
coordinator for timetable and how to use it.  

Taxi  
 Taxis in New Zealand are relatively cheap.  There 
are some taxi stands in the city centre indicated by 
a “Taxi Stand” sign.  

Long Distance Coaches 
Coaches depart daily to all main towns and 
cities of New Zealand.  Please ask your local 
coordinator for more information.  

Domestic Air Travel 
Air New Zealand travels to most destinations 
in New Zealand every day.  Ask your local 
coordinator for travel details and itinerary planning.  
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出発にあたって

• 国際電話、借りたお金、ガソリン代など
があれば精算してください。

• 借りた物はすべて返却して使用前と同じ
状態になっているように確認してくださ
い。

滞在期間の延長

ビザの延長を申請すると９ヶ月まで滞在す
ることが可能です。料金やビザの延長手続
きなどは現地スタッフにご質問ください。 

ご滞在中にわからないことや困ったこがあ
ればいつでもお気軽にスタッフまでご相談
ください。 
皆様のご滞在がお天気に恵まれて充実しま
すように！

Departure

•   Make sure all your monetary debts are paid 
up.  These incude international phone calls, 
borrowed money, petrol money etc.  

•   Return all borrowed items and make sure 
everything that was used by you are returned 
and left in the same conditions as they were 
found.  

Extending your stay
Providing you can change your return international 
flight, and your visa is current, you can extend 
your stay with us in Tauranga.  Please ask your 
local coordinator for more details if necessary.  
Fees will apply for stay extention.  

Please feel free to contact us if you have any 
questions or concerns during the stay.  

We hope you will have a lovely weather and a 
wonderful stay in New Zealand! 



Let’s Homestay
P.O.Box 3129, Greerton, Tauranga, New Zealand
Tel: +64 7 543-3220   Fax: +64 7 543-3268   Email: enquiry@letshomestay.com


