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全国理容美容専門学校

企画提案書

～２０１４年～理容美容専門学校用～

国際美容師養成コース

ヨーロッパ・ＵＳＡ・シンガポール海外美容研修
≪美容師修学コースの特色・メリット≫
①美容の世界観を更に拡げることができる！
②世界で活躍する将来の美容師を育成することができる！
③講習・実習を通じて国際感覚を身に付けることができる！
④世界の美容サロン見学を通じて将来のサロンワークに活かすことができる！
⑤美容以外のファッション関連を学び、トータルコーディネートの追求をすることができる！
⑥ヨーロッパ、アメリカ、アジアと研修先を選択することができる！
⑦美容・ファッションに関する特別な手配を依頼できる！

お問い合せ先

http://www.ys-tours.com/overseas/
（東京都知事登録旅行業第２－５８５０号・ＡＮＴＡ正会員／総合旅行業務取扱管理者： 堤 博史）

■株式会社ワイエスツアーズ 【海外美容研修デスク： 堤】 tsutsumi@ys-tours.com
〒105-0004 東京都港区新橋１－１６－９ 亀田ビル５Ｆ
〒980-0023 仙台市青葉区北目町２－３９ 東北中心ビル８Ｆ

TEL: 03-3597-0030
TEL: 022-738-7867

現地手配先
■ＯＰＥＸ－ＴＲＡＶＥＬ，ＬＬＣ．（オペックス・トラベルUSA）
3181 Susan Drive, San Bruno, CA 94066, U.S.A.

TEL: +1-415-279-7304

■ＫＯＫＯ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｓ（ココ・プロモーションズ・ロンドン）
Unit3, 230 Dalston Lane, London E8 1LA, U.K.
Copyright ©2014abis-usa.com All Right Reserved. 無断転載を禁止します。

TEL: +44-7832-707-257
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【 ご あ い さ つ 】
職業としての美容業は、決して楽で高給を取れる仕事ではありませんが、近年、日本でもトータル・コーディネート＆ファッションの時代が始まり、その芸術としての美容の必要性を認められる
ようになり、美容アーティストとして、有名になる美容家が増えて来ました。既に、数十年前から欧米では、「美容家は、アーティストである」という認識があり、やっと日本も欧米に並ぶことが出来
ようになりました。このことで、職業としては大変で高給ではなくても、ファッション・リーダーの一翼を担いたいと言う若い人達が増えたと考えています。芸術（アート）を追求する人達に共通する
ことは、世界中の芸術・文化を学ぶ・経験するということです。自分の感性に無いものをまねることでも素晴らしい経験ができ、そこから独自性を生み出して行けばいいのではないでしょうか。
日本の若い美容を志す人達には、是非、日本以外の国でのあらゆる芸術や文化を体験して欲しい、そして、将来の信じる自分の職業に大いに活かして欲しいと願っています。
そこで、私共、（株）ワイエスツアーズ美容研修デスクでは、長年の美容業界での旅行の経験・実績を活かし、ここに美容修学研修コースをご案内する次第です。
美容師の皆様が、美容の勉強で、先ず訪れるロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス（サンタモニカ）、サンフランシスコ、そして、今人気のシンガポール等での修学研修旅行のご提案をいた
します。貴校の学生の皆さんの中から美容界、ファッション界をリードして行く人材が出るお手伝いをさせていただけることは、私共の喜びであります。本修学研修のご検討を賜りますよう宜しく
お願い申し上げます。
２０１４年４月

（株）ワイエスツアーズ海外旅行事業部
部長兼美容研修デスク総括

堤

博 史

～１～

Ａ．修学研修コースの参加条件
■貴校の在学生、もしくは、貴校の校長が参加を認める卒業生
■団体行動の取れる参加者で、協調性があり、学び向上心のある人
■２０歳以下の場合は、保護者の参加承諾の取れる人

Ｄ．現地研修先について
■ヨーロッパ：
１） ロンドン・・・ １９６０年代後半にロンドン・カーナビー通りで生まれたミニスカートやビートルズに代表されるロック・グループ・サウンズ、７０年代後半のパンク
ファッション等も伝統の国イギリスから生まれました。古い伝統を継承しながらも新しい文化やファッションを生み出すエネルギーが充満して
いる世界を代表する都会です。ファッション面では、男性ものを中心としたブランドが有名ですが、女性ものへの拡大を強めています。
美容業界では、ヴィダルサスーンを初め、トニー＆ガイ、サンリッツ、セイコー等の優れたサロンやアカデミーがあり、日本からの個人留学生
も沢山、挑戦しています。
２） パ

リ・・・ 世界のファッションをリードするパリには、優雅さが似合います。ファッションや美容業界は、ベーシックな部分でロンドン流と非常に異なって
います。その代表的な違いが、女性ものを中心としたブランドが有名だと言うことです。シャネル、エルメス、ルイビトン、カルティエ等々と
枚挙にいとまがありません。美容業界では、世界的に知られたロレアル・パリでの研修も可能です。

■アメリカ：
１） ニューヨーク・・・あらゆる人種・文化が交差する世界最大の都市で、美容界とファッション界においても独自性を発信し続けています。ニューヨークを
制するものは、世界を制すると言っても過言ではありません。ニューヨークのエネルギーを一度は、体感しましょう。
２） ロサンゼルス・・・ロサンゼルスは、サンフランシスコと同様にアメリカ西海岸の代表都市です。ビバリーヒルズ、ハリウッドと言えばセレブですが、サンタ
モニカは、美容アカデミー校の集中するエリアです。このサンタモニカでヴィダルサスーンやトニー＆ガイの受講が可能です。
■シンガポール：
１） シンガポール・・・赤道直下の経済国（都市）で面積は、東京都とほぼ同じ大きさです。また、別名で庭園都市と言われる非常に綺麗な都市です。
ニューヨークから当地に進出し大成功を収めているシュンジ・マツオ氏のサロン等の見学レクチャー＆デモンストレーションを見ます。

Ｅ．修学研修コースの取扱旅行会社
◆株式会社ワイエスツアーズ：
・東京都知事登録旅行業第２－５８５０号、（社）全国旅行業正会員の総合旅行会社で、オーストラリア（ブリスベン）に関連会社を有し、語学留学・現地観光手配を取り扱っています。
小学生から大学生までの教育語学研修ツアーや美容研修デスクを置き、美容師対象のロンドン＆アメリカの美容スクール個人留学を取り扱っております。また、アメリカでのインター
ンシップ（最大１８ヶ月間滞在）の手配も行っています。他にも、業界視察旅行の実施、航空券手配、現地宿泊先手配、海外旅行保険代理店業も取り扱っております。
・国内業務では、ＪＲのびゅう新幹線パックを中心に年間約３万人の取り扱いがあります。
～２～

Ｂ．修学研修コースの意義とポイント
意義について
＊日本の美容界で活躍し、世界的にも著名な美容師の多くは、若い時代に海外での美容経験を積んでいます。世界の国々の美容師への評価
は、単なる技術者でなく”アーティスト”と評価する傾向にあります。ファッションは、伝統美の中から生まれ出るものもありますが、日本以外の
世界の伝統美や文化を知ることも非常に大切な要素です。これらの要素を感じ取れるチャンスであります。
＊美容専門学校として、若い学生達に美容師としての意識と目標を与え達成に向けて、努力させる義務があると思います。感受性の強い若い
時代に体験する海外の印象は、その人の人生をも変えてしまうパワーがあります。このパワーを与えることを学校の使命としていただきたい
のです。
＊海外の美容研修先（学校やサロン等）で知り合った人と友情を築くチャンスです。また、この修学研修旅行で一緒する仲間たちとの共通意識
を持つことも将来の相談仲間作りに活かせます。国際的な美容師を養成できるチャンスです。

ポイントについて
＊美容の世界観を更に拡げることができる。
＊世界で活躍する将来の美容師を育成できる。
＊講習・デモ・実習を通じて、国際感覚を身に付けることができる。
＊世界の美容サロン見学を通じて、将来のサロンワークに活かすことができる。
＊美容以外のファッション関連を学び、トータル・コーディネートの追求をすることができる。
＊予算に応じて、ヨーロッパ、アメリカ、アジアと研修先を選択することができる。
＊リーズナブルな参加費用で最高のコストパフォーマンスを享受できる。
＊美容・ファッションに関する特別な手配を依頼できる。
美容研修の企画者について
堤

博 史

（つつみ ひろし）

１９７３年、日本通運（株）入社・国際旅行部配属。世界の全方面の団体・個人の旅行企画・販促・セールス・添乗を行う。
顔写真

１９８３年から美容研修ツアーを取り扱う。日本ヘアデザイン協会海外美容研修、タカラビューティーメイト・ロンドン・ヴィダルサスーン・アカデミー
研修等の美容研修ツアーの取扱総人数：１５００名以上。海外添乗回数：２００回以上（内、ロンドン添乗５０回/滞在約３５０日）。パリ短期駐在と
サンフランシスコ駐在（６年間）を経験。２００３年から釧路空港総代理ＪＡＬ支店長、２００５年から日本通運（株）から出向し、仙台で教鞭を執る。
２０１１年、米国サンフランシスコに旅行会社オペックス・トラベル設立・社長就任。２０１２年、（株）ワイエスツアーズ海外旅行事業部長兼務。
２０１３年から仙台白百合女子大学非常勤講師としても教鞭を執りながら、現在に至る。

～３～

Ｆ．修学研修コースのご相談～ご出発～ご帰国までの流れ
①ご出発時期（日数）のご相談から始めます。

実施手続時間の目安

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

ご出発6ヶ月前以前

・ご希望の具体的な内容をお聞きし、ご相談に応じます。

↓
②ご希望のご出発時期（日数）を詰めます。

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ご出発5～6ヶ月前以前

・ワイエスツアーズは、現地と緊密な連絡を取り、お客様のご希望内容のお見積もりを行います。

↓
③ご出発日（日数）・滞在都市の最終決定のご相談をします。

→→→→→→→→→→

ご出発5～6ヶ月前

・具体的なご出発日（日数）を基に旅行代金を算出させていただきます。
そして、ワイエスツアーズでは、参加者募集のための募集用チラシ（パンフレット）を作成いたします。

↓
④参加者募集開始、及び募集説明会を開催します。

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

ご出発3～４ヶ月前

・ワイエスツアーズでは、参加者募集と同時に現地事情の説明会を開催します。

↓
⑤参加者（決定）対象の旅行事前説明会を開催します。

→→→→→→→→→→

ご出発１～２ヶ月前

・海外渡航手続き（パスポート取得・各ビザ取得・旅行傷害保険加入等）のほか、現地最新情報のご案内を
いたします。

↓
⑥日本出発～現地到着です。

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

ご出発当日

・現地係員がお出迎えいたします。

↓
⑦美容修学研修コースの開始です。

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

修学研修開始

・現地での美容研修を行います。
＊現地滞在中は、現地旅行代理店と日本からの添乗員とでの２４時間サポート体制です。

↓
⑧現地出発～日本帰国です。

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

修学研修終了

・大きな成果を得て、ご帰国です。

↓
⑨現地での研修成果の発表会を開催（予定）しています。

→→→→→→→→→→→→→→→→

・写真交換会、反省会を開催します。
≪ご注意・お願い≫
＊ご参加者には、全員、海外旅行傷害保険に付保していただきます。

～５～

ご帰国後、１ヶ月以内

Ｇ．修学研修コースの旅行代金 （４ページのモデル・コースに基づきます。）
１）旅行代金： 各コース案内ページに記載 （最少催行人員３０名様 ）
（上記費用に含まれているもの）
・旅行日程に明示した利用交通機関の航空運賃、バス料金、現地ガイド料金
・旅行日程に明示した宿泊料金、及び税・サービス料金（ホテルは、バス・トイレ付２人部屋に２人で宿泊を基準）
・旅行日程に明示した現地交通費（バス等）とガイド料金
・旅行日程に明示した食事料金（機内食を除く）
・手荷物運搬料金（原則として、お１人様１個。但し、利用航空会社の規定重量・容量・個数の範囲内）
・添乗員、及び現地係員費用

≪ ご参考：下記の料金が、別途必要になります。目安です。 ≫
燃油サーチャージ：２０１４年４月現在です。また、航空会社により異なります。
・ロンドン・・・・・・・・・・約￥５０，０００．（全日空の場合）
・アメリカ・・・・・・・・・・約￥５０，０００．（全日空の場合）

（上記費用に含まれていないもの）

・シンガポール・・・・・・約￥２６，０００．（全日空の場合）

・燃油サーチャージ、成田空港施設使用料・各都市空港税、超過手荷物料金
・旅券印紙・証紙代（１１，０００～１６，０００円）、各ビザ取得料、渡航手続き書類作成代行手数料
・任意旅行傷害保険料、個人的に使用した飲食料金や電話・クリーニング代等、
・成田空港までの国内交通費及び帰国日のご自宅までの国内交通費
・お一人部屋を使用した場合の追加料金
・現地で参加のオプショナル・ツアー代金等
・現地美容研修費用（講習料・教材費・その他経費等）

各都市空港税等 ：成田空港は、２，５４０円です。
・ロンドン・・・・・・・・・・約￥１５，１３０．
・アメリカ・・・・・・・・・・約￥４，７１０．
・シンガポール・・・・・・約￥１，８６０．
旅券取得費用：５年有効旅券で１１，０００円の印紙・証紙が必要です。
海外旅行保険料：各タイプで異なりますが、基本タイプ（４日間）で
￥４，６５０．です。

Ｈ．修学研修コースの万全体制と補償
■本養成コースは、企画段階から安全性の確保を第一にし、そして万全の体制とネットワークを駆使して現地手配をさせていただいております。
■旅行期間中の万一の事故・災害に対して、（株）ワイエスツアーズでは、参加者全員の皆様に旅行特別補償保険（包括契約）を付保いたします。
なお、更に、参加者には、ご自身により海外旅行傷害保険に任意付保をしていただきます。
【旅行特別補償保険（包括契約）】
死亡・後遺障害
入院見舞
通院見舞
携行品損害保障

２，５００万円
４～４０万円
２～１０万円
１５万円まで

～６～

Ｉ．修学研修コースの手配の流れと実施体制
Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ
本美容修学研修コース
ご参加者

⇔

（株）ワイエスツアーズ

海
各都市の提携先旅行代理店

外
美容研修サロン・学校

※航空券、宿泊先等手配

※バス・ガイド等の手配

※教育研修受け入れ

※渡航手続きのご案内等

※現地受け入れ機関と連絡

※教育プロプログラム設定

※海外旅行傷害保険のご案内

※現地ホテル・レストラン等の手配

美容研修デスク
（東京オフィス・仙台オフィス）

各航空会社
（株）Ｎ Ｔ Ｓ
※航空座席の確保

Ｊ．修学研修コースの緊急連絡体制と役割
Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ

⇔
外務省

ご参加者

外

現地在外公館

※留守家族に状況連絡・報告

本美容修学研修コース

海

※現地情報収集・報告

（株）ワイエスツアーズ

各都市の提携先旅行代理店
※現地でのサポート・情報収集

※留守家族に状況連絡・報告

※状況連絡・報告

美容研修デスク
（東京オフィス・仙台オフィス）

～７～

美容研修サロン・学校
※状況連絡・報告

■旅行代金：１人様・約￥２２９，０００． （２０１４年１～２月頃の出発の場合）
■最小催行人員３０名様 （添乗員が、同行いたします。）
■修学研修都市： ロンドンとパリ ≪日本との時差-８時間≫

Ｃ．ヨーロッパ修学研修コース （ロンドン&パリ・コース）
日数 ・ 実施年

ス ケ ジュ ー ル ・ そ の 他 （摘 要）

食

（１日目）２０１４年１月～１２月 午後： 成田空港にご集合です。
（日）
昼 ： 空港、ヨーロッパへ向かいます。（所要時間：約１２時間）

【パリ】
昼： 機内

夕刻： パリ・シャルルドゴール空港に到着し、入国手続き後、専用バスでホテルに向かいます。

夕： ホテル
＜パリ泊＞

（２日目）
（月）

（火）

朝： ホテル

午前： パリ市内観光（ルーブル美術館、ノートルダム寺院、シャンゼリゼ通り、エッフェル塔等）です。

昼：レストラン

午後： パリ有名美容サロン見学（外観）とギャラリーラファイエットとプランタン（化粧品売り場・ファッション階）見学

夕： ホテル

１８６５年創業で常に新しいブランド、リュクスな世界を提案し続けていま
す。モード館の０Ｆはアクセサリー、コスメ・メゾン館の０Ｆ～１Ｆはコスメ

昼：

Ｘ

フロアで、最上階の展望テラスやモード館６Ｆの美しいステンドグラスは

夕：

Ｘ

歴史的建造物です。
・バトームッシュ遊覧観光
＜パリ泊＞

【ロンドン】
朝： ホテル

午前： ユーロスター（２等車）でロンドンへ向かいます。（所要時間：約２時間１５分）

１８２４年創業のイギリス最大のデパートです。９万平方メートルの売り場
昼：レストラン

面積に３３０の専門店が入っています。ヘアピン１本から象まで購入で

夕刻： ホテルに入り、チェックインです。

夕： ホテル

きるデパートとまで称されています。２０１０年に中東のカタール・ホール

朝 ： ホテルにて、朝食です。

デイングスが株取得しております。
朝： ホテル

終日： サンリッツでの美容研修（実習・通訳・ディプロマ費用込み：１人・２１５ポンドです。別途かかります。）
昼：レストラン

（午後） 実際の現地モデルのヘア・カット実習（学生全員）
夕：

Ｘ

＜ロンドン泊＞
朝 ： ホテルにて、朝食です。
・世界最強パワースポット・ストーンヘンジ観光

昼：

Ｘ

夕： ホテル
＜ロンドン泊＞

朝 ： ホテルにて、朝食です。
午前： 専用バスにて、ヒースロー空港へ。チェックインです。
午後： 空港帰国の途に。（所要時間：約１１時間３０分）

（８日目）

の通訳業務とデモンストレーションを披露してくれます。ご期待ください。

終日： 自由研修（各自のテーマでの行動です。）
〔ＯＰツアーのご案内〕 ・ウインザー城半日観光

（土）

全員に現地モデルのヘア・カット実技を体験してもらいます。
サンリッツ・日本人シニアー・マネージャーのヒデコ・ワカタさんが最高

朝： ホテル

夜 ：研修打ち上げサヨナラ夕食会
（７日目）

の３大老舗サロンでアカデミー・スクールを有しています。今回は、サン
リッツでの美容研修です。デモンストレーションとレクチャーの他に学生

グループディスカッションと卒業式（ディプロマ授与）

（金）

・サンリッツ（ＳＡＮＲＩＺＺ）：
ヴィダル・サスーン、トニー＆ガイ、それにサンリッツは、イギリス美容界

（午前） デモンストレーション

（６日目）

・ハロッズ：

午後： ロンドン到着後、ロンドン市内観光（ヴィクトリアアルバート博物館、国会議事堂、バッキンガム宮殿等）です。
＜ロンドン泊＞
（木）

婦人服（プレタポルテから高級ブティツクまで）です。
・プランタン：

終日： 自由研修（各自のテーマでの行動です。）

朝 ： ホテルにて、朝食です。

（５日目）

とした豊富な品揃えで、本館の０Ｆは化粧品・アクセサリー、１Ｆ～３Ｆは

朝： ホテル

・ベルサイユ宮殿半日観光

（水）

オペラ座の裏に構えるヨーロッパ最大級のデパート。周辺は、隣のプラ

朝 ： ホテルにて、朝食です。
〔ＯＰツアーのご案内〕

（４日目）

・ギャラリーラファイエット：
ンタンと並び一大ショッピング・エリアです。世界の有名ブランドを始め

朝 ： ホテルにて、朝食です。

＜パリ泊＞
（３日目）

研修先の紹介

事

昼： 機内
＜機内泊＞

午前： 成田空港到着後、入国手続き。

（注意）上記スケジュールは、利用交通機関等の都合により、一部変更になる場合もございます。

サンリッツの創業時からサンリッツで活躍され
ているヒデコ・ワカタ女史は、日本からの美容

朝： ホテル

朝： 機内

（日）

〔ヒデコ・ワカタ女史のプロファイル〕

師を数多く養成されました。現在もサンリッツ
のエデュケーション・マネージャーであり、
日本の責任者です。サンリッツがイギリスの
美容界で常にトップを維持するためにも彼女
の追求する完全主義が重要になります。

～４-１～

Ｃ．アメリカ修学研修コース （ロサンゼルス・コース）
日数 ・ 実施年

■旅行代金：１人様・約￥１７９，０００． （２０１４年１～２月頃の出発の場合）
■最小催行人員３０名様 （添乗員が、同行いたします。）
■修学研修都市： ロサンゼルス ≪日本との時差-１７時間≫

ス ケ ジュ ー ル ・ そ の 他 （摘 要）

食

（１日目）２０１４年１月～１２月 午前： 成田空港にご集合です。
（日）
午後： 空港、ロサンゼルスへ向かいます。（所要時間：約８時間）

【ロサンゼルス】
朝： 機内

・・・・・日付け変更線通過・・・・・

＜ロサンゼルス泊＞
（月）

朝： ホテル

午前： サンタモニカでの美容研修（別途かかります。）

昼：レストラン
夕： ホテル

午後： ビバリー・センター・ショッピングモールで自由研修です。（各自テーマでの研修です。）

を受けることが可能です。太陽の降り注ぐ青い太平洋の海岸にあるＶＳ
校は、ハリウッドからも３０分の近距離にあります。

終日： 自由研修（各自のテーマでの行動です。）

昼：

Ｘ

「ＶＳで私達が培ってきた知識を皆さんとシェアすることが、私達の目的

夕：

Ｘ

です。教育は、明日への成功の鍵であると私は、信じています・」
＜ロサンゼルス泊＞

朝 ： ホテルにて、朝食です。

朝： ホテル

ＶＳと共に有名なトニー＆ガイ・サンタモニカ・アカデミー校で授業を受け

終日： 自由研修（各自のテーマでの行動です。）

昼：

Ｘ

ることが可能です。トニー＆ガイ校の哲学は、「教育指導の高さ」「一貫し

夕：

Ｘ

た教育品質」「品質への約束」「カスタマー・サービス」で成り立っています。

・メキシコのティファナとサンディエゴ１日観光
＜ロサンゼルス泊＞
朝 ： ホテルにて、朝食です。
（木）

午前： 専用バスにて、ロサンゼルス空港へ。チェックインです。
昼： 機内
＜機内泊＞
午後： 成田空港到着後、入国手続き。

朝： 機内

（金）

（注意）上記スケジュールは、利用交通機関等の都合により、一部変更になる場合もございます。

～４-２～

トニー＆ガイ校は、常に学生と家族のように接しており、一貫した最高の
教育を提供しています。そして、最終の目標は、この教育を通じて、彼等

朝： ホテル

午後： 空港帰国の途に。（所要時間：約１１時間３０分）
（６日目）

校長 マーク・ヘイズ氏より
・トニー＆ガイ校：

〔ＯＰツアーのご案内〕

（５日目）

－ルも隣接しています。
・ヴィダル・サスーン校：

朝： ホテル

・本場のディズニーランドかユニバーサル・スタジオ１日観光

（水）

また、モールには、アメリカの２大デパート、メーシーズやブルーミングデ

朝 ： ホテルにて、朝食です。
〔ＯＰツアーのご案内〕

（４日目）

レブとの遭遇率も高く、日本人の有名人達もよく見かけます。有名ブラン

世界的に有名なヴィダル・サスーンのサンタモニカ・アカデミー校で授業
＜ロサンゼルス泊＞

（火）

ズに近いロサンゼルス・ショッピング・モールの王道です。ハリウッドのセ
ド店がぎつしりで、カフェ、レストランもあり、一日中楽しむことができます。

朝 ： ホテルにて、朝食です。
・デモンストレーション＆レクチャー

（３日目）

・ビバリー・センター（ショッピング・モール）：
ロサンゼルスでのショッピングならここビバリー・センターで、ビバリーヒル

午前： ロサンゼルス空港に到着し、入国手続き後、専用バスでロサンゼルス市内観光（ハリウッド、サンタモニカ等）です。昼：レストラン
午後： ホテル・チェックインです。
夕： ホテル
（２日目）

研修先の紹介

事

を成功に導くことです。

Ｃ．シンガポール修学研修コース （シンガポール・コース）
日数 ・ 実施年

■旅行代金：１人様・約￥１３９，０００． （２０１４年１～２月頃の出発の場合）
■最小催行人員３０名様 （添乗員が、同行いたします。）
■修学研修都市： シンガポール ≪日本との時差-１時間≫

ス ケ ジュ ー ル ・ そ の 他 （摘 要）

食

（１日目）２０１４年１月～１２月 午後： 成田空港にご集合です。
（日）
夜 ： 空港、シンガポールへ向かいます。（所要時間：約７時間３０分）

【シンガポール】
昼：

深夜： シンガポール空港に到着し、入国手続き後、専用バスでホテルに向かいます。

Ｘ

夕： 機内

ホテル・チェックイン後、就寝です。
朝 ： ホテルにて、朝食です。
（月）

午前： シンガポール市内観光（オーチャードロード、マーライオン、サルタンモスク等）です。
昼：レストラン

シンガポール国際会議場・展示会場に隣接したシンガポール最大のＳＣ

夕： ホテル

で約３００店が入っている。高級からカジュアルなファッションまでの店が

＜シンガポール泊＞
朝 ： ホテルにて、朝食です。

入っており、噴水を取り囲む地下のレストラン街は、地元客や旅行者にも
朝： ホテル

終日： 自由研修（各自のテーマでの行動です。）
昼：

Ｘ

夕：

Ｘ

〔ＯＰツアーのご案内〕

ヘアスタイリストであり起業家である松尾
俊二氏は、アジア５ヶ国にサロンや学校を

・隣国マレーシアのジョホールバール１日観光
＜シンガポール泊＞
早朝：専用バスにて、ホテルを出発し、空港へ向かいます。
（水）

大人気です。
〔シュンジ・マツオ氏のプロファイル〕

ラッフルズ・ホテル・アーケードやサンテック・シティ・モール等での自由研修はいかがでしょうか。

（４日目）

を偲ぶことができます。
・サンテック・シティ・モール：

・デモンストレーション＆レクチャー

（火）

伝統的なコロニアルのシンガポール最高級ホテルで芸術的な中庭・噴水
ドウショッピングを楽しんでお茶をすれば、古き良き時代のシンガポール

朝： ホテル

午後： シュンジ・マツオ・ヘア・スタジオでの美容研修（通訳費用込み：１人・US＄150です。別途かかります。）

（３日目）

・ラッフルズ・ホテル・アーケード：
などがゴージャスです。ショップは、全て一流ブランドばかりですが、ウイン

＜シンガポール泊＞
（２日目）

研修先の紹介

事

活躍後、拠点をアジアに移し、シンガポー
朝： 機内

午前： シンガポール空港到着後、チェックインです。その後、空路、帰国の途に。（所要時間：約６時間４５分）
午後：成田空港到着後、入国手続き。

展開しています。２３年間、ニューヨークで
ルを中心にファッションやＴＶ界でもひっぱ
りだこの有名人です。サロンでは、顧客

昼： 機内

１人ひとりのこだわりに応え、クオリティの
高い癒しの時間を提供しています。

（注意）上記スケジュールは、利用交通機関等の都合により、一部変更になる場合もございます。

～４-３～

