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1. モントリオールについて 
 

1.1 基本情報 

【時差】 

日本から 14 時間遅れ。サマータイムは 3 月第 2 日曜日から 11 月第１日曜日まで 1 時間繰り上がり、日本から 13 時間遅れ。 

【電圧】 

110V、60Hz。ソケットも日本とほぼ同じで日本製品は大体使える。パソコンなど精密機械は故障の原因となるので変圧器を使う事。 

【水道】 

日本の水道水と同様、飲むことができる上、ミネラルウォーターも簡単に入手できる。 

【年齢制限】 

ケベック州では飲酒・喫煙は 18 歳から可。レンタカーは基本的に 25 歳以上。追加料金によりレンタル可。 

【消費税】 

GST（国税） 5%、PST（州税）7％が掛かる。生鮮食品などには消費税はかからない。 

【チップ】 

ホテルやレストラン、タクシー、ツアー利用時に心付けとしてチップを渡す習慣がある。レストランやタクシーは 15％、ホテルの

ルームメイドでは 1 ベッドにつき$1 が目安。サービス料、チップが含まれた請求書の場合もあるので、二重払いにならないよう注

意。 

【電話】 

市内通話は￠50 で時間無制限。市外通話や Free Call は市外局番(Area Code)の前に「1」を押す。 

【祝日】 

1月 1日 ： New Year’s Day 

Easter Sunday直前の金曜日 (３月または４月) ： Good Friday 

Easter Sunday直後の月曜日 (３月または４月) ： Easter Monday 

5月 25日直前の月曜日： Victoria Day 

6月 24日 ： Quebec Day 

7月 1日 ： Canada Day 

9月第 1月曜日： Labor Day 

10月第 2月曜日： Thanksgiving Day 

11月 11日： Remembrance Day (政府機関等一部のみお休み) 

12月 25日： Christmas Day 

 

1.2 治安について 

モントリオールの治安は他の北米都市と比べて比較的治安の良い街ですが、夜中の人通りが少ない所を一人で歩いたり、財布に大金

を入れて持ち歩くことは避けましょう。犯罪などに巻き込まれないよう、予め安全に対する知識を持っておくことが大切です。 

 

【治安の悪いエリア】 

ダウンタウンの地下街のフードコート、Berri-UQAM と Lucien-L’Allier 駅周辺 

麻薬やアルコールを摂取している人が多い。用事がない限りは避ける方がよい。 
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1.3 公共交通機関 

モントリオール市内は STM 公社が運営するバスと地下鉄が網羅しており、均一料金で移動できます。 

・現金：$3.50 ※お釣りが出ないため、丁度の料金を用意しましょう。 

・OPUS：IC チップ搭載の交通機関乗車カード。発行手数料$6 が必要。 

 

【乗り方】 

距離や乗り換えの有無に関係なく、1 回の移動の料金が均一のモントリオールでは、最初に利用する交通機関の乗車時に料金を払い

ます。現金で支払いの場合は、地下鉄またはバスの初乗りの際に、乗り継ぎ券と支払い証明を兼ねたチケットを受け取りましょう。

乗り換えの際は、地下鉄の改札、またはバス備え付けの機械に挿入します。 

地下鉄 

地下鉄は計 4 路線あり、それぞれ路線色である緑 (Verte)、オレンジ (Orange)、黄 (Jaune)、青 (Bleue) と称されます。いず

れの場合も最初に乗車する際に自動改札機に OPUS をタップします。現金やクレジットカードの場合は駅員のいる改札で支払いを

済ませます。終電は路線によって異なるので、地下鉄マップをご確認ください。 

バス 

OPUS は車内に設置されている読み取り機にタップします。現金の場合は乗車の際に機械で精算します。下車の際には、降車ボタン

を押して運転手に降車を知らせます。運行時間：7/24h。 

 

1.4 交通機関での忘れ物・落し物 

STM の地下鉄、バス内で忘れ物をした場合は、STM のカスタマサービスセンターに問い合わせます。忘れ物をした 48 時間後にお

問い合せ可能です。 

・所在：Berri-UQAM 駅 

・電話：514-786-4636（ダイヤル後、8（英語音声案内）→4→2 の順で問い合わせ） 

・営業時間：月～金 8 時から 18 時 

・注意点：忘れ物は発見されてから大抵 48 時間でカスタマサービスセンターに届けられます。 

 

1.5 空港への行き方 

1DAY、3DAYS pass、Monthly TRAM を利用します。1 回券は利用できません。現金の場合はコインのみ利用可能です。 

・片道料金 $10 

・所要時間 約 40 分～60 分（渋滞する時間など交通事情による） 

・始発 Gare d’autocars de Montréal terminal (Berri 駅近く/直通) 

 

2. 生活関連手続 
 

2.1 銀行口座 

【口座開設に必要なもの】 

・パスポート 

・身分証明書（ビザ・SIN・クレジットカード・国際免許証等） 

・カナダの住所を証明できるもの（自分宛に届いた郵便物、ホームステイ情報等） 
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【口座開設手続の流れ】 

1. 受付で口座を開設したい旨を申し出る。 

2. 口座プランの内容を確認し、申込書類に必要事項を記入する。 

3. カードの暗証番号を設定する。※開設後、オンラインアカウント登録をしましょう。残高の確認や入金・振込等ができます。 

 

【カナダの銀行】 

・TD Canada Trust  ・CIBC ・RBC (Royal Bank Of Canada) ・BMO (Bank of Montreal) ・Scotia Bank 

 

【両替の方法】 

銀行での両替は口座がない場合、手数料がかかります。銀行以外にもショッピングモールや街中の外貨両替所等で両替が可能です。 

 

2.2 SIN (Social Insurance Number) 

SIN とは社会保障番号で、ワーホリで働く人は必ず取得し、雇用主に番号を伝える必要があります。市内の Service Canada にて取

得できます。 

必要なもの 

・パスポート ・ワーキングホリデービザ 

申請の流れ 

1. Service Canada Centre の窓口に記入済みの申請書、パスポート、ワーキングホリデービザを提出。 

2. その場で紙に書いた SIN が貰えます。（SIN カードは廃止されました。） 

 

2.3 ボランティア 

インターネットにて様々な「Volunteer」サイトを見つけることができます。イベントボランティアはイベント公式ウェブサイトか

ら直接応募できることも多いです。弊社でもボランティアのセミナー・ご案内等のサポートを行っております。詳しくはスタッフへ

お尋ねくださいませ。 

 

3. 部屋探し 
 

3.1 部屋の種類 

・シェアハウス（Sharehouse/ Coloc）（月$450-600）: 形式は一軒屋やアパートを共同で借りたり、オーナーが間貸ししている

形態で、それぞれ個室がありバスやキッチン、リビングなどを共同で使うというもので、一人で住むより安く住むことができます。 

・バチェラー（Bachelor）（月$500-800）: 日本で言うワンルーム。バス、キッチン付の一人向けのもので、アパート形式の場合

と一軒家の半地下（ベースメント）に住む場合が多いです。 

 

表記の意味 

1&1/2 ワンルーム 

3&1/2 バス、トイレ、キッチン、リビング＋1 ベッドルーム 
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3.2 ウェブサイト 

（日本語） e-Maple:  http://www.e-maple.net 

                   from-montreal:   http://www.from-montreal.com/ 

（英語）  Craigslist: http://victoria.craigslist.ca 

   Kijiji:  https://www.kijiji.ca/ 

 

3.3 契約について 

・家賃： 1 ヶ月のデポジットを払うのが一般的です。また光熱費、TV、インターネット代などが含まれるか確認しましょう。 

・家具： 家具がついているか、また家具がある場合でもテイクオーバーという買取が必要か確認しましょう。 

・設備： 家の共有備品に関して使えるもの、使えないものがあるので確認しましょう。 

・契約前には、大家さんと必ず契約書を確認し条件（特に家を退去する時の条件）を把握してから契約しましょう。訪問時にルーム

メイトとなる方に会えた場合は家の事を聞いてみることもお勧めです。 

 

【留学生に人気のエリア】 

・地下鉄 LaSalle / Verdun エリア  安めで静かなエリア。 

・地下鉄マギル、コンコルディア、アトウォーターエリア  ダウンタウン。学生に人気の中心地。学校アクセスが良い。 

・Plateau エリア（地下鉄オレンジライン東側）  フランス語エリア。※建物は古いがきれい、高め。 

・Snowdon  ダウンタウンから遠いが比較的安め。 

 

4. 諸手続き 
 

4.1 在留届・帰国届 

外国に住所を定めて 3 か月以上滞在する日本人は、日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられ

ています。3 か月以上滞在する場合は必ず提出しましょう。※在留届登録システム http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

 在モントリオール日本国総領事館 

 住所：Place Ville Marie, Suite 3333 

 Tel: +1(514) 866-3429 

 

4.2 運転免許証書き換え 

日本の運転免許証からケベック州の運転免許証への書き換えが可能です。筆記・実技試験が免除され、視力検査のみ受けます。有効

期間は 5 年間です。国際免許証からは書き換えができません。  

  

【方法】  

①SAAQ に予約を取る。（Montréal area: 514 954-7771） 

②在モントリオール日本国総領事館（上記参照）に有効な日本の運転免許証・パスポート・手数料を持参の上、自動車運転免許抜粋

証明書（日本の運転免許の英訳書類）を取得する。  

③上記証明書・日本の運転免許証・パスポート・手数料を、予約の日程に最寄りの SAAQ 内、Driver’s License Office へ持参する。 

 

http://www.e-maple.net/
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4.3 タックスリターン 

日本語で言う確定申告のことで、カナダ市民でなくても、ワーキングホリデービザ、ワークパーミット等でカナダに居住されている

方は申告をする必要があります。留学生の場合、納めすぎた税金から還付金が発生するケースが殆どです。ただし、滞在期間や出入

国のタイミングによっては申告の対象にならない場合もありますので、タックスリターン代行会社に早めに相談しましょう。 

 

【申告に必要なもの】 

・パスポート/ビザ 

・SIN (学生ビザ等で SIN をお持ちでない場合は、別途申請するとタックス番号を取得できます(有料)) 

・T4（給料の源泉徴収書。働いていた場合、雇用主から毎年 2 月に発行されます。） 

・銀行口座情報 

・T2202A (大学・カレッジ等の公立学校の本科授業料証明証/ 附属や私立の語学学校の領収書は対象外) 

 

5. 困ったときに 
 

5.1 パスポートの紛失・盗難 

まずは警察に届け出、紛失証明書を発行してもらいます。その上で日本領事館にて新規パスポート、または帰国のための渡航書（緊

急うに日本へ帰国しなければならない場合）の申請を行います。 

 在モントリオール日本国総領事館 

 住所：Place Ville Marie, Suite 3333 

 Tel: +1(514) 866-3429 

 

5.2 金融カードの紛失・盗難 

暗証番号の入力が不要のタップをするだけで支払いができるデビット/ クレジットカードもあります。カードの悪用を防ぐため、直

ちにクレジットカード会社または銀行に連絡しましょう。 

 

5.3 その他の紛失・盗難（被害総額が$5000以下の場合） 

紛失や盗難にあった場合、警察に連絡をし(緊急事態ではない限りオンラインにて紛失/盗難届の提出が可能です)、Report Number

（届出証明番号）をもらいましょう。海外旅行保険会社に保険金請求をする際に必要となります。 

 

5.4 交通事故の場合 

怪我人が発生した場合には、直ちに警察（911）に連絡をし、指示に従います。怪我人がいない場合には、相手（車の所有者と運転

者が異なる場合には両者）の情報（名前・車の年式・車種・ライセンスプレート・運転免許証番号・住所・電話番号・保険会社名・

保険証番号）を交換します。相手との話し合いやちらの過失かの判断が困難な場合、保険会社は目撃者の証言を参考にしますので、

目撃者の情報も可能な限りもらうようにしましょう。 

 

【海外旅行保険請求について】 

保障内容、払い戻し方法は加入している保険会社によって異なりますので、加入されている保険会社の現地事務所、手続き代行会社

に問い合わせましょう。 
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