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機内泊

旅行代金《２人部屋》 398,000円 

申し込み締切

2018年4月14日（土）

参加希望の方は、
お早めのお申し込みを
お願いします。

お申し込みは、電話又はホームページから。
 TEL 03-5722-0378
 HP  http://www.sanaegakuen.co.jp/activity/06.shtml

みなさんのご参加を
お待ちしております！
みなさんのご参加を
お待ちしております！

※円高になった場合は金額を調整いたします10名様の場合
水

■ 旅券（パスポート）の有効期限　２０１８年１２月９日
■ キャンセル料　５月２日～５月２９日まで：旅行代金の３０％ ・５月３０日～６月１日まで：旅行代金の５０％ ・旅行当日：１００％
■ ご旅行費用に含まれるもの … (1)利用交通機関の料金：日程表に記載された交通機関の航空運賃（エコノミークラス）。 (2)宿泊料金：2人一室を基準と
した別紙ホテルの宿泊料金及び税、サービス料。 (3)食事料金：朝食6回、昼食1回、夕食1回。 (4)バス料金：空港、ホテル間の送迎及び視察、観光の際の料金。 
(5)団体行動中の料金：サービス料及びチップ、税金。 (6)添乗員：全行程同行いたします。 (7)その他の料金：ガイド費用（3日、4日午後、5日午後、6日）。

■ ご旅行費用に含まれないもの … (1)燃油サーチャージ（航空保険料含む）22,200円、現地空港諸税5,680円、成田空港諸税2,610円 (2)4日クッキン
グレッスン費用（通訳費用、チップ含む・10名様参加）17,000円、7日コーヒー研修費用（通訳費用、チップ含む・10名様参加）24,000円 (3)食事料金：昼食4
回、夕食5回。 (4)ビジネスクラスご利用料金360,000円 (5)一人部屋ご利用追加料金63,000円
【JACOBS CREATION】　JACOBS CREATIONは、ニースの街中心にあるスイーツレッスンを提供するパティスリースクールです。当日は、タルト・オ・シトロ
ンのクッキングレッスンを行います。
手配：新常盤交通（株）観光事業部

［11:00］ 東京  成田発　空路、ヘルシンキ乗り継ぎニースへ　　　
［15:20］ ヘルシンキ着  ［17:05］（トランジットにて） AY-1601便　　
［19:30］ ニース着　    到着後、専用車にてホテルへ
朝食  × 昼食  機 夕食  機

2日目
6/3（日）

4日目
6/5（火）

1日目
6/2（土）

7日目
6/8（金）

8日目
6/9（土）

3日目
6/4（月）

5日目
6/6（水）

6日目
6/7（木）

伝統と最先端が交差する情報発信地伝統と最先端が交差する情報発信地

朝食  ○ 昼食  × 夕食  ×

［午前］   ニース　観光　 旧市街、プロムナード・デ・ザングレ、など　
［午後］   モナコ・エズ　観光　 路地散策、など　

朝食  ○ 昼食  × 夕食  ×

朝食  ○ 昼食  ○ 夕食  ×

［午前］   ニース　駅へ　［8:15］EC-139便　ユーロシティ（一等）にて、ミラノへ
［午後］   ミラノ着  ［１２:５０］　ミラノ　市内観光　 
   

ヨーロッパの高級リゾートと流行発信地ミラノのカフェ文化に迫る8日間ヨーロッパの高級リゾートと流行発信地ミラノのカフェ文化に迫る8日間

朝食  ○

［11:15］  ミラノ   AY-1752便　空路、ヘルシンキ経由帰国の途へ
［15:15］ ヘルシンキ  ［16:45］（トランジットにて） AY-071便

朝食  ○ 昼食  × 夕食  ×

［午前］   ミラノ　観光　 コモ湖畔、旧市街散策、など
［午後］   トレメッツィナ散策（イタリアの最も美しい村認定）

［夕刻］   ミラノ

朝食  ○ 昼食  × 夕食  ○

［終日］   ミラノ　自由視察
［夕刻］   市内レストランにて夕食

［08:05］ 東京・成田着

ケーキレッスン

コーヒー研修
Flair Academyにて、コーヒー研修 （約3時間）

［午後］   カンヌ　観光

［午前］　

タルト・オ・シトロン

ニース・カンヌ・モナコ・ミラノ
探訪の旅

2018年6月2日[土]～6月9日[土] ８日間

 参加者
大募集！

オプション企画オプション企画

オプション企画

Schedule
スケジュール

※飛行機の発着時間は変更になる場合がございます。

コモ湖

ガレリア
・ヴィッ

トーリオ
・

エマヌエ
ーレ２世

エズの路地ニース

修了証
発行（※別料金）　

（※別料金）　
修了証
発行

佐 奈栄先生と行く !

月6/4
ケーキレッスン

6/6
コーヒー研修

オプション企画 ( 別料金）

最後の晩餐、ドゥオモ、スフォルツェスコ城、
ガレリア・ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世ガレリア、など

JACOBS CREATIONにて「タルト・オ・シトロン」のケーキレッスン （約2時間）

カンヌ

2018  カフェビジネス研修ツアー

禁煙

禁煙

夢
を 叶 え た

カフェズ・キッチンの卒業生たちがオープンした素敵なお店をご紹介します。

こだわり

Café CALME
カフェ カルム

店名は、フランス語で“凪”。時間が止まった
ように、お客さまにくつろぎの時間を過ごして
ほしいという思いを込めました。ピザ釜で焼い
た本格ピザやパスタ、ケーキなどをお楽しみ
いただけます。

新城テラス
しんじょうテラス

短期間でコーヒーの入れ方、接
客、メニュー開発などお店をオー
プンするうえで必要なことを全て
学ぶことができました。特にカフェ
スペースで行ったカフェマナーの
授業は、とても役立ちましたね。

カフェマナーコース
池田 悠さん

様々な業者さんやメーカーさんの
紹介が助かりました。皆さまとて
も親切で開業以来、商品開発
の支えになってくださっています。
また同じ夢を持つ仲間がたくさん
できたことが幸せです。

短期カフェビジネスコース
小林 美代さん

●営業時間：9:00～17:00/土曜・日曜・祝日定休
●住所：〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷5-15-6
●TEL/FAX：045-461-9555
●アクセス：相模鉄道本線瀬谷駅より徒歩5分

STYLE
木に囲まれた店内は温かみがあり、
おしゃれなチェアがゆったりと並べて
あるので、時間を忘れてのんびり過
ごすことができます。障害を持つ方の
支援所として、オープンしました。

STYLE
道南杉を使ったこだわりの家具は、
温もりが感じられ、どこか懐かしい気
持ちに。おしゃれなドリンクやフードを
いただきながら、ほっと一息つける癒
しの空間です。ワークショップなど
様々なイベントも開催。

MENU
《左》ベーグルサンド チキンとにんじん ￥640

《右》シフォンサンド ￥4０0
　　塩キャラメルロイヤルミルクティー
　　（季節限定ドリンク） ￥450

MENU
《左》カルムブレンド ￥300

《右》ミートソースパスタ ￥450

●営業時間：10:00～17:00 /日曜・祝日定休（その他不定休）
●住所：〒211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城2-7-1
●TEL/FAX：044-872-7391
●アクセス：JR南武線武蔵新城駅北口より徒歩3分

緑に囲まれた店内では、川崎市内の自家焙
煎コーヒーやハーブティ、地元のパン屋さん
のパンを使ったベーグルなど、豊富なメニュー
をご用意しています。地域のつながりを大切
にしているアットホームなお店です。

café RU RI
カフェ ルーリー

店舗で使用する調理器具、キッ
チン什器、食材などを、授業や学
園内設備で実際に見たり使用す
ることができたので、自分の店に
導入する時の参考になりました。

短期カフェビジネスコース
嶋田 祥子さん

STYLE
野鳥が集まる庭を眺めながらゆったり
と過ごせます。食器はフランスなどの
ヴィンテージを使い、いつもより少し
贅沢な気持ちになっていただきたい
との思いを込めてお出ししています。

MENU
《左》ベトナムミルクコーヒー（HOT） 
　　￥480
《右》ブンティッヌン ￥800

●営業時間：11:00～17:30 /月曜・火曜定休
●住所：〒356-0051　埼玉県ふじみ野市亀久保3-3-28
●TEL：049-293-4439
●アクセス：東武東上線ふじみ野駅西口より徒歩15分

長年暮らした第2の故郷ベトナム・サイゴン
の不思議な居心地の良さを再現したいと
オープンしたカフェ。ベトナムコーヒーや他で
はなかなか見ることができない本格的なベト
ナム料理をご用意しています。

禁煙

あぷれん堂
あぷれんどう

カフェズ・キッチンで学べたこと
で知識や経験が増え、自信が
つきました。何か困った時に頼
れる場所があるというのは、と
ても心強いです。

独立開業コース
本間 学さん

STYLE
どんな本があるかワクワクしながら、
手に取っていただけるようにと様々
なジャンルの本を集めました。朝7
時から食べられる昔ながらのモー
ニングもお店の魅力の1つです。

MENU
《左》ブレンドコーヒーダブル
　　（2杯分をマグカップでご提供）
　　￥600
      モカロール ￥450
《右》グラタン ￥850

●営業時間：7:00～11:00 11:30～19:00 /日曜定休
●住所：〒189-0013 東京都東村山市栄町2-37-8
　　　　都営栄町第4アパート101
●TEL：042-313-3448　FAX：042-313-3449
●アクセス：西部新宿線久米川駅・西武多摩湖線八坂駅より　
　　　　　 徒歩5分

店主の大好きな本を集めたブックカフェ。ゆっ
くりと本を読みながら、１杯１杯丁寧に入れた
コーヒーや、生パスタのナポリタンなど手づく
りのフードメニューをお楽しみいただけます。

000店舗を超え海外にも進出中!（00月現在）

320店舗を超え海外にも進出中!（1月現在）

320店舗を超え海外にも進出中!（1月現在）


