
美容師必見！！感動を呼ぶ、あのアルバートホールアリーナ席

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  トミナガビル

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

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  トミナガビル
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

観光庁長官登録旅行業第1660号

▼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

旅行企画・実施／観光庁長官登録旅行業第16 6 0号
「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！

ALTERNATIVE HAIR SHOW 2016
オルタナティブヘアショー　2016

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33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34回目となる2016年オルタナティブヘアショーは
ODYSSEY（オデッセイ）(冒険・長い旅)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。

感動と感激の美容師必見のヘアショー
先着20名様にアリーナ席最前列をご用意！
※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。

＜  2 0 1 6 年 出 場 予 定 チ ー ム 名  ＞

世界の有名ヘアドレッサーチーム(20組)による最大のヘアショー

イギリス

ドイツ
ロシア
アメリカ

アン・ベック
アホガニー
サコ
サスーン
サンリッツ
TIGIクリエイティブチーム
ロバート・マスシアブ

スクッオ・ ーターピ ・スウラク
ディミトリ・ ヴィノクロフ
ロバート・クロミアンズ

ジャパン
イタリア

オーストリア

ハンガリー
アイルランド
スペイン

コースケ・ビジュアル・ネットワーク
アンテオ・ジェミニアーニ
カルロ・ベイ
ゴーゲン
バンディバンディD
フェヘリンガー
ラズロ・ ハジャス
アルタモーダ
フェリーシタス
マイケル・ルゼア

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

開催日

時　間

会　場

チケット代金

2 0 1 6年 1 0月1 6日（日）

1 9：0 0～

ロイヤルアルバートホール  ロンドン

￥3 2 , 0 0 0 -（税込）

※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。

アリーナ席

「美容留学 ALES」で検索！

6・7・8月中のお申込で 9月中のお申込で
¥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

直航便英国航空 (BA )で行く
2 0 1 6  秋のアレス  オリジナル U K ツアー

LONDON

写真 : ロンドン アルバートホール (会場 )

行くなら今！早めのお申し込みを
30 Anniversary!th

早期申し込み特典有り



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！ ★受講人数は各コース先着順に限定3席でございます。お申し込みはお早めの先着順となります。

※アカデミーのみの受講も手配が可能です。

▶ツアー期間＆ツアー代金

美容師必見！ロンドンで開催されるビッグイベント

¥248,000-
2 0 1 6年1 0月1 4日（金）～10月1 9日（水）

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

日本航空(JL)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！
成田空港で合流して英国航空(BA)便でいざロンドンへ！

＜ 上記ツアーに含まれるもの ＞
○往復航空券…英国航空(BA)直行便  日本航空(JL)・成田空港以外利用の場合
○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

※復路到着空港は羽田空港になります。
※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。

※復路到着空港は羽田空港になります。
※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。

¥258,000-

¥258,000-

¥258,000-

¥258,000-

4泊6日間　 気軽にロンドン観光コースモデルプラン

＜発着空港＞
成田空港・伊丹空港・中部国際空港・福岡空港・新千歳(札幌)空港

終日フリータイム

＜ロンドン泊＞

＜ロンドン泊＞

＜ロンドン泊＞

英国航空(BA)にて直行便で、成田空港より空路、ロンドンへ
ロンドン到着後、送迎車にて
ご宿泊先のホテルへ

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

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(11:45)　英国航空(BA)直行便にて
帰国の途へ

羽田空港(07:15)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！

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。

10/14
（金）
1日目

10/15
（土）
2日目

10/15
（土）
2日目

10/16
（日）
3日目

10/17
（月）
4日目

10/18
（火）
5日目

10/19
（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

¥288,000-
2 0 1 6年1 0月1 4日（金）～10月2 3日（日）

8泊10日間  サスーンアカデミー受講研修コース

¥298,000-

¥298,000-

¥298,000-

¥298,000-

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 2016
サロンインターナショナル　2016

開催日

会　場

チケット代金

2 0 1 6年 1 0月1 5日（土） ～  1 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。

◆旅行条件
・利用航空会社：英国航空(BA)直行便 日本航空(JL)・成田空港以外利用の場合
・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　少人数2人以上9名以内、空港お出迎え・ホテルまでご案内し、
　　　　　　　現地係員がご旅行のお手伝いをさせていただきます。
　※但し、各日程にて参加人数が10名様を超えた場合、弊社添乗員が同行いたします。
　※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）

s a l o n  l i v e  ＜サロンライブ＞
※出演サロン・日程は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

※会場はサロンインターナショナルと同一会場です。

高水準な技術と創造力をもってサスーンは世界中の美容師を誘発し、進化させます。今
シーズンのインターナショナルクリエイティブチームは彼らのユニークなハウスコー
ドを探検します。最新コレクションの背景にあるアイディアとインスピレーションを
デモンストレーションを通してプレゼンします。サスーンは進化し続けます。

SASSOON ACADEMY  サスーンアカデミー

・10/15 [土 ] 14：45 - --16：00・10/16 [日 ] 15：30 - --16：45 ¥32,000

パトリック・キャメロンの2016年のコレクションは論説とメディアルックにインスパ
イアされています。「たくさんのヘアースタイル論を作った技術をお見せします。論説
とメディアルックは世界中の美容師をインスパイアします。コレクションのベースは
わくわく、多くの方を魅了するはずです。」
ヘアースタイリングに情熱を燃やしている方に今年のショーは必見です。

PATRICK CAMERON  パトリック・キャメロン

・10/16 [日 ] 11：45 - --13：00 ¥32,000

トニー＆ガイは新しいコレクションを発表します。過去を思い出す様なエレクトロ
ミックスのカットとカラー技術があり、しかしロンドンファッションウィークオフィ
シャルスポンサーとしてのファッションアプローチもあります。いくつものアワード
を受賞しているトニー＆ガイのサロンライブは面白く勉強になり、今年のサロンイン
ターナショナルでも必見です。

TONY&GUY  トニー＆ガイ

・10/16 [日 ] 13：30 - --14：45 ¥32,000

ティジ インスピレーショナルユースは感動的でとてもユニークなトレーニングコー
スで8年をかけて成長してきました。これらのオリジナルな内容はアンソニーマスコロ
の強い哲学です。ティジ インスピレーショナルユースはティジ クリエイティブチーム
とティジの主要人物から、ためになることを学び、チームを築き、知識を広げ、創造力と
プレゼンスキルをみがきます。彼らのカリキュラムの旅の頂点がサロンインターナ
ショナルのショーです。

TIGI INSPIRATIONALYOUTH  ティジ  インスピレーショナルユース

・10/17 [月 ] 12：30 - --13：45 ¥32,000

¥308,000-
サロンクリエイティブスコース

（全日通訳付）
サロンクリエイティブスコース(限定3名)

申込先着順
限定3席

技術がマンネリ化していて、新しいカットのバリエーションを増やしたい方にお
勧めです。カット＆カラーのデモンストレーションを通してサロンワークでも活
かせる創造的かつ新しいスタイル作りがコースの目的とされております。

¥348,000-
アドバンスアカデミーコース

（全日通訳付）

アドバンスアカデミーコース(限定3名)

申込先着順
限定3席

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。

¥288,000-
abcカッティングコース

（全日通訳付）
abcカッティングコース(限定3名)

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。

申込先着順
限定3席

基礎を何よりも大切にするSASSOONの初級コースです。カットの基礎を固め
たい方や、基礎技術を再復習したい方にもお勧めのコースです。日本で学ぶ基
礎とはまた違う、SASSOONカット理論の土台を学習する事が出来ます。

サンリッツ 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

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

期間

早期のお申
し込みで

お得な特典
が貰えます

。

8/20まで

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。

8泊10日間　 サスーンアカデミー受講研修コースモデルプラン

＜発着空港＞
成田空港・伊丹国際空港・中部国際空港・福岡空港・新千歳(札幌)空港

（例）サスーンアカデミー5日間サロンクリエイティブコースを受講の場合

※SASSOON ACADEMYは少人数限定のため先着順となりますので
　受講をご希望の方はお早めにお申し込みください。

選べる
受講コース

SASSOON ACADEMY
SANRIZZ ACADEMY

TONY&GUY EDUCATION
hob education

saco
TIGI EDUCATION

終日フリータイム

＜ロンドン泊＞

＜ロンドン泊＞

＜ロンドン泊＞

＜ロンドン泊＞

英国航空(BA)にて直行便で、成田空港より空路、ロンドンへ
ロンドン到着後、送迎車にて
ご宿泊先のホテルへ

9：00ホテルロビー集合（入学証明書を必ずお持ちください）
初日往路のみ、弊社スタッフが地下鉄にてご案内いたします。

伝統の都、ロンドンの休日をお過ごしください。

＜機内泊＞

出発までフリータイム

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(11：45)　英国航空(BA)直行便にて
帰国の途へ

羽田空港(07:15)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！

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。

10/14
（金）
1日目

10/16
（日）
3日目

10/17
（月）
4日目

～

10/21
（金）
8日目

10/22
（土）
9日目

10/23
（日）
10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

朝

※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）

※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）

成田空港 発  英国航空(BA)便    12:35
成田着 　 09：20
成田発(BA) 12 :35伊丹空港(JL)発 08:00 ～

成田着　  09：30
成田発(BA)12 :35

成田着　  09：05
成田発(BA)12 :35

成田着　  09：30
成田発(BA)12 :35

中部国際空港(JL)発 08:20 ～

福岡空港(JL)発 07:20 ～

新千歳（札幌）空港(JL)発 07:55 ～

成田空港 発  英国航空(BA)便    12:35
成田着 　 09：20
成田発(BA) 12 :35伊丹空港(JL)発 08:00 ～

成田着　  09：30
成田発(BA)12 :35

成田着　  09：05
成田発(BA)12 :35

成田着　  09：30
成田発(BA)12 :35

中部国際空港(JL)発 08:20 ～

福岡空港(JL)発 07:20 ～

新千歳（札幌）空港(JL)発 07:55 ～

※先着申込順

※先着申込順

※先着申込順

往路はお昼出発の乗り換えがスムーズな成田空港出発。
復路は便利な羽田空港到着です。
※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。
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ご旅行の準備や現地での過ごし方など、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

お申込みは下記フォームに必要事項をご記入いただき、弊社までFAXまたは郵送にてお送りいただくか、上記QRコードよりお申込みフォームへアクセスしてください。

※航空券、ホテルはパスポート記載のお名前で手配いたします。万が一綴りが違いますと
　ご搭乗出来ません。お間違えのございませんよう、くれぐれもご注意ください。

※1人部屋追加代金
　4泊¥50,000-／8泊¥100,000-
※2名1室ツインルーム、又は3名1室トリプル
　ルーム

※左記チケットをご希望でな
　い場合は必ず「希望しない」
　をお選びください。

※他の日程の保険料はお問い合わせください。
※万が一の為、保険には必ずご加入いただきますようお願いい
　たします。

※受講人数に限りがございます。先着順となりますのでお申込みはお早めに！

参加コース □ 4泊6日間気軽にロンドン観光コース　□ 8泊10日間サスーンアカデミー受講研修コース　□ オプション・チケットのみ

三井住友海上
海外旅行保険

□ 4泊6日間気軽にロンドン観光コース　  　　　 ¥5,810-

□ 8泊10日間サスーンアカデミー受講研修コース　¥8,950-

オルタナティブヘアショー

アカデミー受講希望コース

サロンインターナショナル

サロンインターナショナル サロンライブ

□ 希望する（アリーナ席 ¥32,000-）　　□希望しない

□ 1日入場券（¥7,000-／6・7・8月中にお申込みのお客様は無料）　　□希望しない

□サスーン abcカッティングコース 〈5日間〉           ¥288,000-
□サスーン サロンクリエイティブスコース 〈5日間〉  ¥308,000-
□サスーン アドバンスアカデミーコース 〈5日間〉  ¥348,000-
□その他アカデミー（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□その他アカデミー（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

パスポートネーム

印
男   ・   女氏名

カナ

パスポートネーム
（ローマ字）

住所

カナ

氏名

カナ

勤務先
勤務先
連絡

資料／書類
送付先

旅券
（パスポート）

発着空港

部屋タイプ

〒　　　　-

勤務先住所

電話番号

ご旅行中の
国内
連絡先 住所

FAX E メール ＠

電話番号 携帯 Eメール LINE ID

旅券番号 有効期限 発行地

＠

〒　　　　-

〒　　　　-

有効な旅券をお持ちですか？

有  ・  無（　  月　  日 ）に申請予定

成田空港　・　伊丹空港　・　中部国際空港　・　福岡空港 　・　新千歳 ( 札幌 ) 空港 

※お一人様のお申し込みで相部屋希望の場合、参加人数によってご希望に添えない場合がござ
　います。一人部屋ご使用の場合は、一人部屋追加代金が掛かることをご了承下さい。

１人部屋希望　・　同室者有（　　　　　　　　）様　・　相部屋希望

可　・　不可 自宅　・　勤務先

性別
生年月日

続柄 電話番号 FAX

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

歳

年齢

0120-00-4270
※24時間受付中

旅行企画・実施：（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

フリーダイヤル（平日09：00～20：00）：0120-40-6667　フリーFAX（24時間受付）：0120-00-4270
担当携帯（弊社営業時間外受付）：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

サスーンアカデミー

パトリック・キャメロン

トニー＆ガイ

TIGI インスピレーショナルユース

□10/15(土) 14：45～16：00  ¥32,000- 

□10/16(日) 15：30～16：45   ¥32,000-

□10/16(日) 11：45～13：00  ¥32,000-

□10/16(日) 13：30～14：45  ¥32,000-

□10/17(月) 12：30～13：45  ¥32,000-

全日通訳付き

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

http://www.ales-inter.co.jp/aut_tour.html
※左記QRコードからもアクセス可能です。FAX WEB

ご質問事項  お気軽にご記入ください。
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