伝統のイタリア・IED Istituto Europeo di Design フィレンツェ校・ミラノ校
でヨーロッパ最先端のデザインを学ぶ
・本校と IED が独自に企画したデザイン・プログラムを受講
・現地学生との交流も予定
・参加者には IED より修了証を授与（正規留学時の特典あり）
・「教科外単位認定講座」として、評価と単位が認定
・世界遺産が点在するフィレンツェ・ミラノ市内の見学も実施

実 施 期 間

2017 年 3 月 20 日（月）～27 日（月）（8 日間）

申 込 締 切 日 2016 年 12 月 22 日(木) 締切

参加費用 ３００，０００円（25 名参加の場合）

IED は、イタリアで最も歴史あるデ
ザインとモードフアッションの学校
の一つです。イタリア国内はもとよ
り、ヨーロッパ各国に校舎を持ち、
在籍する学生もグローバルです。

＜参 加 説 明 会＞
IED の説明、受講講座の概要、旅行スケジュールの説明を実施します。
・第 1 回目 10 月 26 日（水） PM 12：20～12：50
・第 2 回目 11 月 14 日（月） PM 4：30～5：10
・第 3 回目 １２月初旬実施予定。日時は後日学内掲示等で連絡。
会場は全て学生サービスセンター2 階 521 教室となります。

旅行企画 学校法人 原宿学園 東京デザイン専門学校
旅行取り扱い 株式会社アトラスホリディ（東京都知事登録旅行業第３－３８４４号）
〒105-0001 東京都港区虎ノ門５－３－２０ 仙石山アネックス 2F
℡ 03-6721-5577 Fax 03-6721-5578
＜ミラノ現地代理店＞
Max Harvest International S,r,l Viale Sandrio 3 -20124 Mirano（Italy） Tel 02-66-70-37-21

日次

3/20
(月)

都市

時間

交通

成田空港
ローマ
ローマ
フィレンツェ

14:10
19:00
21:50
22:40

AZ785
AZ1681
専用バス

行動内容

食事

空路 ローマ乗り継ぎ フィレンツェへ

昼機
夕機

●旅行期間：2017 年 3 月 20 日(月)～3 月 27 日(月)
●旅行代金： 300,000 円(大人 1 名 / 2 名 1 室利用)
内訳：基本旅行代金 250,000 円
研修代金
50,000 円
※上記旅行代金の他、航空保険料、海外空港諸税、燃油サー
チャージ、成田空港施設使用料が別途必要となります。

到着。ホテルへ移動
【フィレンツェ泊】

3/21
(火)

フィレンツェ

徒歩

終日 IED にて研修
【フィレンツェ泊】

3/22
(水)

フィレンツェ

徒歩

終日 IED にて研修
【フィレンツェ泊】

3/23
(木)

フィレンツェ

ミラノ

徒歩
夕刻
夜

鉄道
専用バス

終日 IED にて研修

朝○
昼×
夕×
朝○
昼×
夕×
朝○
昼×
夕×

研修後 鉄道にてミラノへ移動
到着。ホテルへ

●募集人員 ：2 5 名

(実施人員 1 5 名以上)

※上記旅行代金は 21 名以上ご参加いただいた場合の
代金のため、20 名以下の場合は、代金が上がります。

●添乗員: 成田より 1 名同行します。
●引率者: 教職員が同行予定です。
●食事: 朝 6 回 昼 1 回 夕 1 回(機内食を除く)
●利用予定ホテル
フィレンツェ・・ アテナウム・パーソナルホテル
ミラノ
・・ ウナホテル・メディテラネオ
●利用予定航空会社：アリタリア航空
上記記載のホテルや航空会社は混雑状況、施設等の統合により変更させ
ていただくことがありますので、ご了承ください。

【ミラノ泊】
3/24
(金)

午前
ミラノ

公共交通
および
徒歩

ミラノ市内研修
ドゥオーモ(外観)、スカラ座（外観）、エマヌエル
２世アーケード、スフォレツェスコ城（庭園）

昼食は 市内レストランにて
IED にて学校見学と座学

午後

【ミラノ泊】

3/25
(土)

終日 自由行動
オプショナルツアー：最後の晩餐見学

ミラノ

夜
3/26
(日)

ミラノ
15:25

朝○
昼○
夕×

専用バス
AZ786

朝○
昼×
夕○

【代金に含まれないもの】
○成田空港施設使用料、海外空港諸税、航空保険料
燃油サーチャージ(約 15,500 円 2016 年 9 月 13 日現在)
○一人部屋利用追加代金 45,000 円
○超過手荷物料金、クリーニング代、オプショナルツ
アー、電話代など個人的性質の費用、自由行動時の
費用、日本国内での移動費、海外旅行保険など
※お申込の際は、必ず募集要項をご確認の上、お申し
込みください。

市内レストランにてさよならディナー
【ミラノ泊】
朝○
昼×
夕機

チェックアウト後、空港へ
空路、直行便にて帰国の途へ
【機中泊】

3/27
(月)

成田空港

10:15

成田

到着。お疲れ様でした。

朝機

※記載された日程の時間は本日程作成時のものです。変更になることがあります

IED(Istituto Europeo di Design) は 1966 年にミラノで設立し
たイタリア・ロンバルディア州立のデザイン大学校です。
イタリア国内にはミラノをはじめ、フィレンツェ、ローマなど 6 か所、
またマドリード、バルセロナ、サンパウロに分校を持ち、世界 70 か国
以上の国から毎年 7000 名を超える学生が集まります。
デザイン専門大学としては、ヨーロッパ最大級です。
この最先端のデザインを教える大学で、東京デザイン専門学校の皆様
のために、ワークショップを
実施していただきます。
特別な経験となり、今後の
学生生活や、将来にきっと
役立つ機会になるでしょう。

旅行取扱い：

ミ ラ ノ ：イタリア第 2 の都市。洗練されたイタリアンファッション、
インテリア、デザインの発信地でもあります。
フィレンツェ：市街中心は「フィレンツェ歴史地区」として世界遺産に登録さ
れています。中世のルネッサンス文化の中心地。ウフィツィ美術館は必見。

おすすめオプショナルツアー

（ミラノ）

レオナルド・ダビンチの 「最後の晩餐」見学
１４９５年から４年の歳月をかけて完成した
レオナルド・ダビンチの壁画。
所蔵する教会とともに世界遺産に登録されて
います。複数の扉で外気との接触を減らし、
入場制限をして保存活動をしています。
(旅行代金とは別途料金となります)
※予約時間の指定はお受けできませんので、予めご了承ください。
旅行取扱い：

お申込み方法：所定の申込み用紙に記入の上、学生サービス
センターまで提出して下さい。お問い合わせ等は随時受け付
けています。

℡

03-3475-0173

FAX 03-3465-7733

株式会社アトラスホリディズ

東京都知事登録旅行業第 3-3844 号

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-3-20 仙石山アネックス 204
電話：03-6721-5577
ファックス：03-6721-5578
営業時間：10:00～18:30 (土日祝祭日年末年始休業)
総合旅行業務取扱管理者：小山奈美

