● 航空業界に就職したい
● 海外のフライトアテンダントを知りたい
● 実際のフライトアテンダント研修を

受けてみたい

そんな方のためのプログラムです !!

キャリア専任カウンセラーによる

出発前 ＆ 自己分析
セミナーを開催！

マレーシア航空

フライトアテンダント
体験プログラム

ASEAN の主要国であり、近年はアジアでの教育先
進国として注目を浴びているマレーシア。
そんなマレーシアのフラッグキャリアであるマレーシ
ア航空の実際のフライトアテンダントが受けている研
修施設（マレーシア航空アカデミー）で、様々な研修
を体験できるプログラムです。
過去にはベストキャビンスタッフ賞を何度も受賞した
国際的に評価の高い実際の研修プログラムを受けて
みませんか？

どんなプログラム内容なの？
合計 4 日間の研修となります。初日～ 2 日目はフライトアテン
ダントによるセミナー、話し方、マナーレッスン、飛行機／世
界の時間／時差についてのレッスン、メイクアップ＆ヘアスタ
イルレッスン、身体障害者へのケア、機内での機内食提供レッ
スンなどを体験、3 日目～最終日は緊急時の対応・実技、けが
人が出た時の対応・実技、実際使用しているユニフォームを試
着しての振る舞いマナーからメークアップ＆ヘアスタイル、ま
た機内食のサービス、機内アナウンスの練習・実技と、より高
度な研修へとステップアップしていきます。
最後は参加した方全員での記念写真、修了書の授与となります。

ツアー詳細

出発日：2019年3月2日（土）～ 3月8日（金）7日間
● 場所：マレーシア・クアラルンプール

● 利用予定ホテル：MASAcademyホテル

● 募集人数：20名（最少催行人員10名）

● 利用航空会社：マレーシア航空（エコノミークラス）

● 参加条件：18歳以上

● 添乗員／引率者：なし

※高校生除く

※研修は原則英語で行われます。

締切：2019年1月30日（水）
※締切前であってもツアー定員が一杯になり次第、
募集は終了します。
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（海外空港諸税が別途必要）※燃油サーチャージ（適用なし）
行程

食事

専用車 市内観光、生活オリエンテーションツアー
（両替、お買い物、クアラルンプールの所要箇所巡り、 朝：各自
モノレールの乗り方などのレクチャー等へお連れしま 昼：○
す）
夕：各自
【MASAcademyホテル泊】
〈研修〉
内容：オープニングセレモニー、コーヒーブレイク、
質疑応答（フライトアテンダントによるセミナー）、話 朝：○
し方・マナーレッスン
昼：○
飛行機についてのレクチャー、世界の時間・時差につ 夕：各自
いてのレクチャー、ティーブレイク
【MASAcademyホテル泊】
〈研修〉
内容：コーヒーブレイク、メイクアップ＆ヘアスタイ
朝：○
ルレッスン
昼：○
身体障害者へのフライト時のケアについてのレク
夕：各自
チャー、機内でのお食事の配膳練習
【MASAcademyホテル泊】

午前
午後

〈研修〉
内容：セーフティーについてのレクチャー、コーヒー
朝：○
ブレイク、緊急時の対応と実技
昼：○
出火時の対応・実技、けが人が出た時の対応・実技、
夕：各自
ティーブレイク
【MASAcademyホテル泊】

午前
午後

午前

289,000円

航空機 成田空港出発（直航便）
朝：各自
クアラルンプール国際空港到着
昼：機内
専用車 専用車にてホテルチェックイン
夕：○
【MASAcademyホテル泊】

午後

深夜

旅行
代金

交通
機関

午前

午前
午後

※現地到着後現地スタッフがアシストいたします。

〈研修〉
内容：ユニフォーム試着・歩き方、人前での振る舞いに
ついてのレクチャー、機内での食事提供、機内でのア
朝：○
ナウンスの練習・実技、グループ写真撮影
昼：○
ティーブレイク、修了式＆サーティフィケート授与
夕：各自
専用車 クアラルンプール国際空港へ向け移動
航空機 クアラルンプール国際空港より出発（直航便）
【MASAcademyホテル泊】
航空機

朝：機内
昼：なし
夕：なし

成田空港到着
到着後解散

※時間帯目安：早朝 /4:00-6:00 午前 /6:00-12:00 午後 /12:00-16:00
夕 /16:00-18:00 夜 /18:00-23:00 深夜 /23:00-4:00

【プログラム 注意点】
●上記スケジュールについては、訪問先、実施先、天候などにより内容および期日の変更がやむを得ず発生する場合
がございます。
●日程上ショッピングがある場合、土産物の購入を強制するものではありません。日程の都合上、ショッピングをご
案内できない場合もあります。この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。ショッピングはお
客様の責任で購入していただきます。

料金に含まれるもの
● 国際航空運賃（往復エコノミークラス利用）
● 滞在費（2名１室）
● 日程表記載の食事代
● 到着時と帰国時における空港からホテルま

での往復送迎費

● 市内観光オリエンテーション参加費用
● 現地手配費用
● 現地サポート費用
● 日程表記載の研修費用

料金に含まれないもの
● 成田空港施設使用料（2,610円・税込）
● 海外空港諸税
（2,500円  2018年10月現在

※変更の可能性あり）

● 燃油サーチャージ（適用なし）
● 海外旅行傷害保険料
● 傷害・疾病に関する医療費等
● 超過手荷物料金
● 成田空港とご自宅間の日本国内移動費や宿

泊費等

● 個人的費用（お小遣い、クリーニング、電話、

郵便、外食代等）

注意事項
● 旅行代金には燃油サーチャージが含まれて

おります。航空会社の申請により燃油サー
チャージの増減があった場合も旅行代金の
変更はございません。また為替レートの変
動による過不足についても追加徴収又はご
返金はございません。
● 緊急避難訓練など多少ハードな研修がござ
います。激しい運動を禁止されている方は
ご遠慮下さい。

お申し込み方法
❶留学ジャーナル東京カウンセリングセン
ターにご連絡ください。申込書と旅行取引
条件書及び説明書面をお送りします。
❷申込書に申込金50,000円（旅行代金の一
部金）を添えて、留学ジャーナル東京カウ
ンセリングセンターにご提出、郵送または
FAXでお申し込み頂くこととなります。
※ツアー催行決定となり次第、担当者よりご
連絡させて頂きます。
※旅行代金の残金に関する請求書は、旅行開
始の24日前頃にお送りします。
【振込先】みずほ銀行 新宿新都心支店
【口座名】株式会社留学ジャーナル
（普）1562726
❸お申し込みにあたり、旅行取引条件について
ご説明致します。
❹本チラシで紹介するプログラムは「フライ
トアテンダント体験プログラム」案内の抜
粋となります。そのため、このチラシでは
お申し込みいただけません。旅行取引条件
等の説明を受けたうえでお申し込み下さい。

お 問 い 合 わ せ
旅行企画・実施

（株）留学ジャーナル
観光庁長官登録旅行業第1695号

〒160-0016東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル6Ｆ

Tel:03-5312-4582

Fax:03-5312-4465

【問い合わせ窓口】担当（藤原・長谷川）E-mail: rj-global@ryugaku.co.jp

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員／留学・語学研修等協議会（CIEL）正会員
一般社団法人海外旅行協議会（JAOS）正会員／一般社団法人留学サービス審査機構（J-CROSS）認証事業者
ご不明な点は総合旅行業務取扱管理者までお問い合わせください。

総合旅行業務取扱管理者

早本吉宏

