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2 0 1 9 年出場予定チーム名

美容師必見！！感動を呼ぶ、エクセルロンドン アレス特別アリーナ席で観よう !!

オルタナティブヘアショー&
世界の美容見本市！！1日中楽しめる、イベント＆ショーが満載！！

サロンインターナショナルに行こう！
資料請求・お見積り・カウンセリング（無料・随時実施中）
長期美容留学資料・短期美容研修資料もご用意致しております。ホームページにて最新コレクション画像随時更新中！

まずはお気軽にお問合わせください！

（株）アレスインターナショナル
東京都渋谷区神宮前６-９-１   2F

フリーダイヤル（月～土 9AM-8PM） 0120-40-6667
フリーFAX（24時間受付） 0120-00-4270  営業時間外受付ダイヤル 090-2403-7604

Eメール  info@ales-inter.co.jp　　ホームページ  http://www.ales-inter.co.jp

観光庁長官登録旅行業第1660号

( 株 ) アレスインターナショナルが旅行業として加盟しているアソシエーション▼
日本旅行業協会正会員ボンド保証会員旅行業公正取引協議会会員 留学・語学研修等協議会（CIEL）CIEL

ALTERNATIVE HAIR SHOW 2019
オルタナティブヘアショー　2019

1983年、白血病の寄付金を集めるため第1回オルタナティブヘアショーは
開催されました。あれから36年、1度限りで終わるはずだったオルタナティ
ブヘアショーは今もなお止まる所を知らず進化し続けています。第37回目
となる2019年オルタナティブヘアショーはPARODY(パロディー)をテーマ
とし、世界中のトップクリエイターが集い、各チームが様々なパフォーマ
ンスを繰り広げます。ヘアスタイルはもちろん、音楽や振り付け、メイク
アップ、衣装等その全てにおいて観客を魅了する、今までに体験したこと
のない感動と感激のヘアショーをあなたの目で確かめてください。

本年はあのサロンインターと同一会場で14チームが開演！
美容師必見、日本では見られない感動と感激のヘアショーを
先着20名様にアレス限定アリーナ席最前列にてご案内！
※お申込みの早い方から順に最前列のお席をご案内いたしますので、
　お申込みの時期によって最前列をご案内できない場合もございますので、
　お早めのお申し込みをお薦めしております。

サロンインターナショナルの会場
『エクセルロンドン』

（株）アレスインターナショナル  東京都渋谷区神宮前６-９-１ 2F
フリーダイヤル
（月～土  9AM-8PM）

フリーFAX
（24時間受付）

営業時間外
受付ダイヤル

Eメール info@ales-inter.co.jp ホームページ http://www.ales-inter.co.jp LINE ID : alesinter

「美容留学 ALES」で検索！

資料請求・お見積り・カウンセリング（無料・随時実施中）
長期・短期美容研修資料もご用意いたしております。
ホームページにて最新コレクション画像随時更新中！

まずはお気軽に
お問合わせください！

旅行企画・実施／観光庁長官登録旅行業第16 6 0号

0120-40-6667 0120-00-4270 090-2403-7604

※チケットのみのご手配の場合、上記金額に対し10%の手配手数料をいただきます。

開催日
時　間
会　場

チケット代金

2 0 1 9年 1 0月0 6日（日）

1 8 : 3 0 ~ 2 1 : 0 0

エクセルロンドン

￥3 5 , 0 0 0 - サロンインター2DA Y入場チケット付き

6・7月中のお申込で 8月中迄のお申込で
¥3,000 OFF！
1日入場券プレゼント！
¥7,000のサロンインターナショナル 1日入場券

プレゼント！

¥7,000のサロンインターナショナル

オルタナティブヘアショーDVD
バックナンバー1本をプレゼント！

SASSOON ACADEMY 日本公式代理店
ALES INTERNATIONAL

ALES ORIGINAL UK TOUR

2 0 1 9  ア レ ス  オ リ ジ ナ ル U K ツ ア ー

LONDON

写真 : エクセルロンドン (会場 )

行くなら今！早めのお申し込みを

「PARODY」
ALTERNATIVE HAIRSHOW 2019

パロディー
サロンインターナショナル同一会場
『エクセルロンドン』で開演

ロンドン
最新情報

「美容留学 ALES」
で検索

観光庁長官登録旅行業第1660号

(株) アレスインターナショナルが旅行業として加盟しているアソシエーション▼

万全の体制で皆様のロンドンツアーをサポートさせていただきます。

日本旅行業協会正会員ボンド保証会員旅行業公正取引協議会会員 留学・語学研修等協議会（CIEL）CIEL



オルタナティブヘアショー&
サロンインターナショナルに行こう！

美容師必見！ロンドンで開催されるビッグイベント

年に1回ロンドンで盛大に開催される2大美容イベント、オルタナティブヘアショー＆サロンインターナショナル。
今年もアレスはイベントに合わせたツアーを催行致します！全国の空港から出発空港を選べるおトクなコースで世界中の美容関係者が
集まるこのホットな時期に、ロンドンを満喫してみてはいかがでしょうか？美容師としてスキルアップのチャンスです！

4泊6日間　 気軽にロンドン観光コースモデルプラン

終日フリータイム

＜ロンドン泊＞

＜ロンドン泊＞

＜ロンドン泊＞

伝統の都、ロンドンの休日をお過ごしください。

終日フリータイム

＜ロンドン泊＞

＜機内泊＞

伝統の都、ロンドンの休日をお過ごしください。

出発までフリータイム

オプション：サロンインターナショナル（片道送迎付）

ホテルロビー集合、専用車にて会場へご案内いたします。
※サロンインターナショナル会場到着後、現地解散。

オプション：オルタナティブヘアショー（片道送迎付）

各自で会場までお越しください。
ショー終了後、専用車にてホテルへご案内いたします。

※送迎をご利用にならない場合
　はスタッフへご連絡下さい。

10/4
（金）
1日目

10/5
（土）
2日目

10/6
（日）
3日目

10/7
（月）
4日目

10/8
（火）
5日目

10/9
（水）
6日目

昼
機内

夕
機内

朝
ホテル

朝
機内

夕
機内

朝
ホテル

朝
ホテル

朝
ホテル

日時 日程 食事

アカデミーのご案内 8泊10日間のツアーではアカデミーの受講が可能です。この機会に更なる   スキルアップ   を目指しませんか？

サロンインターナショナル／オルタナティブへアショーのご案内
オルタナティブヘアショーのご案内は裏面をご覧ください。

1日入場券プレゼント！
6月・7月・8月中のお申込みで
¥7,000の
サロンインターナショナル

ロンドンで毎年開催される美容見本市。会場では有名メーカーの
ブースが所狭しと並び、デモンストレーションやヘアショーで沸
き上がる歓声で、会場中が熱気で溢れています。ヘアケア用品か
らシザー、エクステンション等あらゆる新製品が発表される3日
間。有名アカデミーやサロンによるサロンセミナー、サロンライ
ブも開催されており、最新美容テクニックを学べる最高のシチュ
エーションです。
美容師にとって飽きることのない世界最大の美容の祭典です。

SALON INTERNATIONAL 2019
サロンインターナショナル　2019

開催日

会　場

チケット代金

2 0 1 9年 1 0月5日（土） ～  7日（月）

エクセルロンドン

￥7 , 0 0 0 -（1日券）

※チケットのみご購入の場合、上記金額に対し10%の手配手数料をいただきます。

サスーンアカデミー以外の
受講も可能です！
詳しくは弊社まで

お問い合わせください。

ツアーお申
込み期間

上記以降の
お申し込み

は

お気軽にお
問合せくだ

さい。

9/15まで
早期・早割

お申し込み
の期間

早期のお申
し込みで

お得な特典
が貰えます

。

7/31まで

8泊10日間　 アカデミー受講研修コースモデルプラン

ホテルよりアシスタントがアカデミーまでご案内いたします。
アカデミー受講(全日通訳付き)

上記アカデミー終了後　ディプロマ授与
(ローマ字氏名を必ずご確認ください)
※SASSOON ACADEMYは大人気の為お席が取れない場合がございます。
　受講をご希望の方はお早めにお申し込みください。

＜ロンドン泊＞

＜ロンドン泊＞

＜機内泊＞

出発までフリータイム

10/4
（金）
1日目

10/7
（月）
4日目

～

10/11
（金）
8日目

10/12
（土）
9日目

10/13
（日）
10日目

昼
機内

夕
機内

朝
ホテル

朝機内

夕
機内

朝
ホテル

日時 日程 食事

朝
※モデルプランは変更する場合がございます。

※モデルプランは変更する場合がございます。

短期コースで最も受講者人数の多い、人気のコースです。講師はSASSOONのシニアクリエイティブチームが務めロンドンカレッ
ジオブファッションからファッションヒストリーの教授を招いて講義をします。そしてコレクションのアイディア、背景に関する講義
が展開される為、今までの経験に新しい発想力を補ってくれる事でしょう。

★大変人気コースの為、ご希望の日程が取れない場合がございますので、ご了承ください。

サスーン アカデミーコース（全日通訳付）
限定3名

¥348,000-申込先着順
限定3席

※先着申込順 10/7( 月 )～10/11( 金 )

申込先着順限定3名※先着申込順10/7(月)～10/11(金) 申込先着順限定3名※先着申込順10/7(月)～10/11(金)
クリエイティビティー（独創性）を高めるコースです。SANRIZZアーティスティック
チームが高級ファッション、アバンギャルド、ストーリートスタイリングテクニック
を披露し、技術の質を高めます。

サンリッツ  インスピレーションコース1日間（全日通訳付）

※チケット・アカデミー受講等のオプション代金は含まれておりません。
他空港からも発着手配可能です。お気軽にお問い合わせください。

※チケット・アカデミー受講等のオプション代金は含まれておりません。
他空港からも発着手配可能です。お気軽にお問い合わせください。

▶ツアー期間＆ツアー代金

20 1 9年 1 0月 4日（金）～ 1 0月 9日（水）

4泊 6日間  気軽にロンドン観光コース
2 0 1 9 年 1 0月 4日（金）～ 1 0月 1 3日（日）

8泊10日間  サスーンアカデミー受講研修コース

直航便(BA)ブリティッシュエアウェイズ羽田発(¥30,000-)ご利用可能です。
ご希望のお客様は早期のお申込みをお勧めいたします。
※到着空港の変更や他の航空会社をご希望の場合の場合はお気軽にご相談ください。

成田空港発着 ¥288,000-
関西国際空港発着 ¥288,000-
福岡空港発着 ¥298,000-

成田空港発着 ¥238,000-
関西国際空港発着 ¥238,000-
福岡空港発着 ¥248,000-

KE便またはOZ便にて全国の空港から発着空港を選べるから、
とっても便利！経由地インチョンで合流していざロンドンへ！

＜発着空港＞
成田空港・関西国際空港・福岡空港
大韓航空またはアシアナ航空にて、各出発空港より空路、
ロンドンへ（韓国／インチョン空港経由）ロンドン到着後、送迎車にて
ご宿泊先のホテルへ

＜発着空港＞
成田空港・関西国際空港・福岡空港
大韓航空またはアシアナ航空にて、各出発空港より空路、
ロンドンへ（韓国／インチョン空港経由）ロンドン到着後、送迎車にて
ご宿泊先のホテルへ

ホテルから送迎車にてヒースロー空港へ
ロンドン／ヒースロー発　
帰国の途へ

韓国／インチョン空港経由　日本発着空港到着後、
入国手続、預け荷物を受け取り解散。お疲れ様でした！

ホテルから送迎車にてヒースロー空港へ
ロンドン／ヒースロー発　韓国／インチョン空港経由帰国の途へ

韓国／インチョン空港経由　日本発着空港到着後、
入国手続、預け荷物を受け取り解散。お疲れ様でした！

トニーマスコロと彼の兄弟ガイが1963年に始めたトニー＆ガイは、今では
48カ国485以上のサロンがあり、55年以上にわたり、最高レベルの作品を
生み出しています。数々の賞を受賞しているTONI＆GUYの実力は、美容界
だけにとどまらずファッション業界からも多くの定評を受けております。
世界中で最も豊富で確立されたクリエイティブチームから斬新な刺激と
ファッション性をガイドにし、自分の限界を超えましょう。

TONY&GUT  トニーアンドガイ
・10/6 [ 日 ] 12 : 15---13 : 30 ¥23,000-

テクニックレベルとクリエイティブで最高基準を設けているサスーンは、
最も確実で常に前進し続けています。世界中の美容師達にインスパイヤー
を与えたヘアーデザインである、『モダンメゾット』を、今も尚守り続けて
います。マークヘイズ率いるサスーンクリエイティブチームは、最新コレ
クションの中から、最新技術を教授し、これからも変化し、インスパイヤー
を受け、エキサイトし続けるでしょう。

SASSOON ACADEMY  サスーンアカデミー

他のサロンライブに関しましては
こちらをご確認くださいませ。

・10/6 [ 日 ] 14 : 15 - --15  : 30

2019 年
ロンドン秋ツアー情報

¥28,000-

ツアー参加者のアカデミーコース受講の場合、 7月迄に申し込みますと¥5,000割引になります。お早めにお問い合わせ申し込みください。

s a l o n  l i v e  ＜サロンライブ＞
※特にサスーンアカデミーに関しましては毎年チケットが早期完売する程、

人気のあるライブとなっております。チケットをご希望の場合はお早めにお問い合わせください。

トニーアンドガイ エデュケーション ホブ エデュケーション サコ エデュケーション ティジ エデュケーション

サスーンアカデミー サロンライブ / トニーアンドガイ サロンライブ

朝
ホテル

終日フリータイム

＜ロンドン泊＞伝統の都、ロンドンの休日をお過ごしください。

10/5
（土）
2日目

朝
ホテル10/6

（日）
3日目 オプション：オルタナティブヘアショー（片道送迎付）

各自で会場までお越しください。
ショー終了後、専用車にてホテルへご案内いたします。 ＜ロンドン泊＞

オプション：サロンインターナショナル（片道送迎付）

ホテルロビー集合、専用車にて会場へご案内いたします。
※サロンインターナショナル会場到着後、現地解散

※送迎をご利用にならない場合
　はスタッフへご連絡下さい。

◆旅行条件
・利用航空会社： 大韓航空(KE)またはアシアナ航空(OZ)インチョン経由便
・食事：毎朝食付（イングリッシュブレックファースト）
・利用予定ホテル：ROYALNATIONAL HOTEL、BAYSWATER INN、又は同等クラスホテル
・添乗員：なし　現地係員がご旅行のお手伝いをさせていただきます。
　※最小催行人数：各日程2名様
・海外旅行保険加入（必ず加入してください）

※ご希望のホテルで宿泊も可能です。お気軽にお問い合わせください。
※ロンドン滞在延長も可能です。（別途追加料金を頂戴いたします）　　

◆備考

○往復航空券…大韓航空(KE)またはアシアナ航空(OZ)インチョン経由便
○滞在期間中ホテル宿泊代金（2名1室ツインルーム又は3名1室トリプルルーム、毎朝食〈イングリッシュ
　ブレックファースト〉付）

○空港～ホテル 往復送迎
○ホテル～サロンインターナショナル会場片道送迎
○オルタナティブヘアショー会場～ホテル片道送迎
○燃油サーチャージ・国内空港施設使用料・ヒースロー空港諸税・旅客保安サービス料
　（燃油サーチャージ・諸税の増税又は廃止、為替レートの変動により旅行代金が変更される場合がございます）

＜ 上記ツアーに含まれるもの ＞

＜ 上記ツアー代金に含まれないもの ＞
○お一人部屋追加代金（4泊 ： ¥50,000-　8泊 ： ¥100,000-）
○海外旅行保険
○チケット・アカデミー受講等のオプション代金

¥67,800-

¥170,500- ¥275,000-

¥293,000-
色彩の知識を深めるコースです。サンリッツホイルテクニック、グラデーション、ローテーション、
フリップサイド、ヒッデン、パラシュート、メタリカに加え、30種類を超えるサンリッツオリジナル
カラーメニューを学びます。

サンリッツ  スペシャリストテクニカルカラーコース5日間（全日通訳付）

申込先着順限定3名※先着申込順10/7(月)～10/11(金) 申込先着順限定3名※先着申込順10/7(月)～10/11(金)

サンリッツ最新カット＆カラーコレクションを基に生徒一人一人にインスピレーショ
ンを与え、可能性を広げるコースです。

サンリッツ  アドバンスコース3日間（全日通訳付）

サンリッツ理念に焦点をあて、素材としての髪の毛、顔の特徴、角度を十分に理解するコースです。
創造的かつ完成度の高い技術を達成できるように設計されたサンリッツのトレーニングカットシ
ステムを学びます。

サンリッツ エクゼクティブコース五日間（全日通訳付き）


