
米国ボストンのシモンズ経営大学院 Executive 

Education Program ｢女性のための戦略的リーダ

ーシップ講座 5 日間｣をアメリカの女性管理職 25

名と受講し講座後に修了証書が授与されます。 

リーダーシップの講義だけでなく、ディスカッシ

ョンやコーチングセッション、2 種類の自己診断

やビジネスゲームを通して、アメリカ女性管理職

の洗練された会議英語を習得できます。

ボストンでは、シモンズ経営大学院と

提携関係にある昭和女子大学のボス

トン校に滞在します。 

昭和女子大学ボストン校は、ボスト

ン郊外の高級住宅街にあり 300 人の

収容人数の広大なキャンパスです。

ボストン滞在中は、グローバルビジ

ネス学部の客員教授の藻谷ゆかりが

引率して講座や滞在をサポートしま

す。 

上記の旅行代は消費税込みですが、成田空港施設使用料大人 2.610 円、米国空港税：7,060 円、 

燃油サーチャージ：7,000 円（3 月 14 日現在）、航空保険料：600 円は別途申し受けます。 

2017.9/23（土）～/10/1（日） 旅行代金 70 万円（税込） 最少催行人員 6名

女性のための戦略的リーダーシップ研修 9 日間 



SIMMONS SCHOOL OF MANAGEMENT 

ボストン・フェンウェイ地区にあるシモンズ大学は 1899
年創立の名門大学で、特に女性のビジネス教育では高い
評価を得ています。 

シモンズ経営大学院で、女性が職場でどのようにリーダ
ーシップを発揮したらよいか、ジェンダー論も踏まえた
理論的かつ実践的な講座を 5 日間受講します。

EXECUTIVE EDUCATION PROGRAM 

5 日間の講座終了後、シモンズ経営大学院 Executive 
Education Program から、Strategic Leadership for 
Women コースの修了証書が授与され、シモンズ経営大
学院の卒業生として正式に登録されます。9 日間 70 万円
で、修了証書が授与される短期留学が可能となります。 

SOPHISTICATED CLASS DISCUSSION 

講座の参加者は40代から50代のアメリカ人女性管理職が
約 25 名です。Fidelity Investments 等のボストンの金融機
関が多く NASA からも毎年 1 名参加があり、その他、教
育機関や NPO からの参加者です。 

アメリカ女性管理職の洗練された英語でのディスカッシ
ョンやシモンズ経営大学院の看板教授による流暢なプレ
ゼンテーションで英語の面でも学ぶことが多い講座です。 

◆現地ツアー引率者   昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授  藻谷ゆかり 

1991年にハーバード・ビジネス・スクールで MBA修了後、外資系メーカー2社を経て 1997年にイン

ド紅茶の輸入・ネット通販会社を起業。2016年 4月より現職、「スモールビジネス・起業論」、「ビジネ

ス英語」担当、昭和女子大学ダイバーシティー推進機構でアドバイザーを務める。

昨年 9 月に私が受講したシモンズ経営大学院の「女性のための戦略的リーダーシップ講座」
は想像以上に充実した内容でした。アメリカの女性管理職 25 名とのディスカッションやコー
チングセッションは刺激的で、シモンズ経営大学院の看板教授達によるリーダーシップの講
義は、理論的かつ実践的、そして教授たちの熱い想いが伝わる内容が濃いものでした。

また事前の 2 つのパーソナル診断や参加者同士のビジネスゲームを通じて、実践的なリーダー
シップ理論と職場におけるソーシャル・スキルを習得できました。女性のエンパワーメントの
手段として、ぜひ日本の女性にこのリーダーシップ講座に参加して欲しいと願っています。

個人手配だと講座代だけで 4,600 ドル（約 53 万円）しますが、昭和ボストン校に滞在するこ
とで、航空券代込で 70 万円のツアー価格が実現しました。ぜひ 7 月 7 日 8 日のツアー説明会
にご参加下さい。またご質問等は私までお気軽にお問合せ下さい。 yukarimotani@swu.ac.jp  

今年 9 月に、この研修ツアーでボストン滞在をご一緒するのを楽しみにしております。 

mailto:yukarimotani@swu.ac.jp


9 月 24 日日曜日は一日ボストン観
光できます。9 月 28 日木曜日の夜
はボストン美術館（シモンズ大から
徒歩 5 分）が夜 10 時まで開館して
いるので講義後に見学することが
可能です。 

また 9 月 29 日の講義は午前中に終
了しますので、午後はハーバードビ
ジネススクールの授業参観と見学
をする予定です。その夜はハーバー
ド大学の近辺を観光できます。 

昭和女子大学ボストン校で留学生と
同じ寮（二人部屋を個室使用）に滞
在し、カフェテリアでの食事を楽し
むなど、アメリカのキャンパス・ラ
イフをお楽しみいただけます。

ボストン滞在中のほとんどの食事
代と交通費が、ツアー価格に含まれ
ていて大変お得なツアーです。 

日 月 日 都 市 名 時 刻 交通機関 摘 要 
食  事 

朝 昼 夕 

1 

9/23 

（土） 

東京（成田） 18:10 JL008 成田空港より 日本航空 にてご出発 

×
 

×
 

機
内
食

日付変更線通過 

ボストン 18:00 専用車 

ボストン空港到着後、入国審査・税関検査 

  専用車にてホテルへ 

昭和ボストン泊 

2 
9/24 

（日） 
ボストン 終日 

自由行動 

昭和ボストン泊 
○

×
 ○

3 
9/25 

（月） 
ボストン 終日 

シモンズ大でリーダーシップ集中講座 1 日目

昭和ボストン泊 
○ ○ ○

4 
9/26 

（火） 
ボストン 終日 

シモンズ大でリーダーシップ集中講座 2 日目

昭和ボストン泊 
○ ○

×
 

5 
9/27 

（水） 
ボストン 終日 

シモンズ大でリーダーシップ集中講座 3 日目

昭和ボストン泊 
○ ○

×
 

6 
9/28 

（木） 
ボストン 終日 

シモンズ大でリーダーシップ集中講座 4 日目

講義後に希望者はボストン美術館見学

昭和ボストン泊 

○ ○ ○

7 
9/29 

（金） 
ボストン 

午前 

午後 

シモンズ大でリーダーシップ集中講座 5 日目

講義後に HBS 授業参観・見学

昭和ボストン泊 

○ ○ ○

8 
9/30 

（土） 

ボストン 

ボストン 

午前 

13:20 

専用車 

JL007 

専用車にてボストン（ローガン）空港へ 

ボストンより日本航空直行便にて成田へ 

機内泊 

○

×
 

機
内
食

9 
10/1 

（日） 
成田 16:00 成田空港着。入国手続き後､解散 

機
内
食 

×
 

×
 

＊JL：日本航空 表示の航空便名は予定です。他の便、他のルートとなることがあります。＊天候及び現地事情によりスケジュールが変わることがあります。 

お時間帯の目安 04:00-早朝-06:00-朝-08:00-午前-12:00-昼-13:00-午後-16:00-夕刻-18:00-夜-23:00-深夜-04:00 

2017.9/23（土）～/10/1（日） 旅行代金 70 万円（税込） 最少催行人員 6名 



☆その他のご注意☆
◆最少催行人員と募集人員について

◆ 宿泊施設について

◆ 交通機関

◆海外旅行保険

☆国内各地からご参加の方にお知らせ☆

＜空港旅客サービス使用料＞

◆ 旅券（パスポート）

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第10号　(一社)日本旅行業協会正会員

TEL：03-5312-6540　FAX：03-5379-0740
（営業時間：月～金：09:00～18:00、土日祝休)

京王観光株式会社　東京中央支店

〒160-0022　東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル2F
担当：渡邊・秋元・池田

【リーダーシップ講座を含む研修視察のお問合せ】
研修企画：昭和女子大学ダイバーシティ推進機構
〒154-8571　東京都世田谷区太子堂1-7-57 
yukarimotani@swu.ac.jp 
ツアー説明会　昭和女子大学 8号館2階　2S41教室
7月7日/7月14日/7月21日（金曜日）19時～20時
7月8日/7月15日/7月22日（土曜日）11時～12時
事前予約不要です。スカイプでの参加もできます。
ツアーや説明会についてのご質問はyukarimotani@swu.ac.jp

８．最少催行人員
参加者が最少催行人員に満たない場合、催行を中止することがあり
ます。
この場合、旅行開始日の前日から23日（ピーク時33日）にあたる日よ
り前に通知します。
９．当社の責任及び免責事項
当社は、ご旅行中、当社の故意又は過失でお客様に損害を与えたと
きは、一定の条件と限度で賠償します。ただし、天災、テロ、スト又は
官公署の命令など当社が関与し得ない事由による損害には責任を負
いません。又、運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更な
ど、これらによって生じる旅程の変更、目的地滞在期間の短縮又は旅
行の中止などの場合は責任を負いません。

１０．特別補償
当社は、お客様がご旅行中、事故で生命・身体に被られた損害につ
いては、特別補償規程に定める一定の条件と限度で補償金及び見舞
金を支払います。
１１．旅程保証
旅行日程に別途定める重要な変更が生じた場合は、一定の条件と限
度で変更補償金を支払います。
１２．旅行条件の基準期日
この旅行条件は、2017年2月20日を基準日とし、旅行代金は2017年2
月20日現在有効な運賃、規則を基準として算出しています。
１３．その他
お客様の都合による使用便変更、延泊などの行程変更はできませ
ん。当社の責にすべき事由によらずお客様が航空便にお乗り遅れの
場合は別途、航空券の購入をしていただきます。天候等不可抗力に
より航空機・バス等運送機関が中止または遅延となり、行程の変更や
日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客様の
ご負担となります。
１４．個人情報の取り扱いについて
当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」とい
います。）は、旅行お申し込みの際に提出させていただいた申込書に
記載された個人情報について、お客様との連絡に利用させていただく
ほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等
（主要な運送・宿泊機関等については各行程表に記載されていま
す。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のため
の手続きに必要な範囲で利用させていただきます。なお、旅行のお申
込みは、お客様が上記取扱いについて同意されたものとさせていただ
きます。

１． 募集型企画旅行契約
この旅行は、京王観光株式会社（以下「当社」）が旅行企画・実施する
旅行であり、お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」）を
締結することになります。
２． 旅行のお申込み及び契約の成立
（１） お申込みは、申込書に申込金（15万円）を添えてお申込みいただ
きます。
（２） 車椅子の手配等、特別の配慮を必要とするお客様は、その旨を
旅行のお申込み時点でお申し出ください。当社らは可能かつ合理的
な範囲内でこれに応じます。
（３） 旅行契約は、予約時点ではなく、当社が契約の締結を承諾し、申
込金を受領した時に成立するものとします。(通信契約の場合を除き
ます。)
３． 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
契約書面は、募集広告、バンフレット、ホームページ及び旅行条件書
等で構成されます。最終旅行日程表（確定書面）は、遅くとも旅行開始
日の前日までにお渡しします。
４． 旅行代金のお支払
旅行代金は、ご旅行開始日の前日からさかのぼって１４日目より前に
お支払いただきます。
５．旅行代金に含まれるもの（一部例示）
いずれも募集型企画旅行中又は、旅行日程として表示されたもの
①運送機関の運賃・料金②送迎・移動のバス代等の代金③観光の代
金④宿泊代金⑤食事代金⑥規定の手荷物運搬料金
６．旅行代金に含まれないもの(一部例示)
①渡航手続諸経費(旅券・査証取得費用等)②自宅から集合空港まで
の交通費等③国内における空港施設利用料④規定の重量・容積・個
数の超過による超過手荷物料金⑤国外の空港税・出国税等⑥航空
保険特別料金・燃油特別付加価値運賃⑤オプショナルツアーの料金
⑥お客様の個人的性質の諸費用及びこれに伴う税サービス⑦障害
疾病の医療費等⑧「○○料金」と表示したもの

７．旅行契約の解除・払戻し
お客様は、旅行開始前に下記の取消料を支払うことにより、いつでも
旅行契約を解除できます。ただし、解除の申し出は、当社の営業日、
営業時間内にお受けします。

旅行開始日の2日前および前日 旅行代金の30%

旅行開始日当日 旅行代金の50%

旅行開始日前日から40日目～31日
目にあたる日まで

旅行開始日の前日から30日目以降
3日目にあたる日まで

旅行代金の20%

(注)ピーク時とは4/27～5/6,7/20～8/31,12/20～1/7をいいます。

【お問合せ・お申込み】

旅行開始日後又は連絡不参加 旅行代金の100%

取消日（契約解除の日） 取消料（お一人様）

（ﾋﾟｰｸ時開始）旅行代金の10%
(５万円を上限)

米国入国に際して、ESTAという認証を事前に取得する必要がございます。弊社に代理申請をご依頼いただける場合は実費14ドルと代理申請手数料2,160円が必要となります。

（7月31日の時点でお申込み人数が最少催行人員に達しない場合ツアーは催行されません。）

●代金について他の割引との重複利用はできません。●その他・各空港間の移動に伴う交通費（リムジンバスや電車等）や、宿泊を伴う場合の宿泊費、空港施設使用料等はお客様負担となります。

また、この旅行には、査証不要です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にご自身にてご確認ください。

旅行条件書（要旨）●お申込みの際は、別途交付する旅行条件書全文をお受け取りになり必ず内容をご確認の上お申し込みください。

最少催行人員6名（募集人員10名）

国内各地からご参加いただく場合、国内線（航空機）がご案内の追加代金にてご利用いただけます。

ご要望をお知らせいただき、お見積させていただきます。

● 旅行形態・当該国内区間の手配が完了した時点以降、当該国内区間も本体ツアーと併せて、１つの募集型企画旅行の範囲として取扱いいたします。

● 予約について、ご利用になる国内線は、コースの予約に合わせてお申込みください。満席など予約ができない場合はご利用いただけませんのでご了承ください。

　原則として国際線発着時刻より２４時間以内に接続する直行便に限りご利用いただけます。乗り継ぎに最適な時間帯の航空便がない場合やご用意できない場合があります。（東京での国内線の発着は羽田空港となる場合があります）

・満席になり次第募集は締め切らせていただきます。*お申込み状況により、増席することがあります。

羽田、名古屋（中部）空港における出発に際し、空港旅客サービス施設使用料のお支払いが必要です。別途申し受けます。●羽田空港：大人100円/こども50円●名古屋(中部)空港：大人200円/こども100円

当コースにご参加の場合、帰国日までのパスポート（旅券）残存期間が必要です。

・ 海外旅行保険に必ずご加入ください(任意)。*ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ付帯の保険にご加入のお客様は、出発前に加入保険内容の明細をｶｰﾄﾞ会社よりお取り寄せされ、お持ちになることをお薦めいたします。

・ 寮の相部屋を一人利用

・ 航空座席は団体航空券の為、事前の座席指定はできません。予めご了承ください。

（※上記燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ代金は、2017年6月現在の金額です。減額・増額が発生した場合は、ご返金・ご請求いたします。）

＜「ボストンで学ぶ！女性のための戦略的リーダーシップ講座」旅行代金（お一人様/東京発）＞

★成田空港施設使用料大人2.610円、米国空港税：7,060円、燃油サーチャージ：7,000円※、航空保険料：600円は別途申し受けます。

ご旅行代金　７０万円（税込）

《 旅行条件 》
お申込締切：７月３１日（月）　１７時
出発地：東京（成田空港）
日本発着時利用予定航空会社：日本航空（エコノミークラス）
利用予定宿泊施設：昭和ボストン(1名様1室)
食事条件：朝７回、昼５回、夕４回(機内食は回数に含みません)
添乗員：同行いたしません

mailto:yukarimotani@swu.ac.jp


お申込み　→　ご記入後　FAX:03-5379-0740　または　郵便にてお送りください　締切7/31(月)　

旅行お申込書（お伺い書）　
★該当欄にチェックマークをご記入ください。

ローマ字

フリガナ

会社名

生年月日

自宅電話番号： FAX番号：

携帯電話番号： 携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

郵便番号： E-mail：

日中のご連絡先　□自宅　　□携帯

（フリガナ）

都道 市区 町
現住所 府県 郡 村

→　各自で取得のうえコピーをご提出下さい。

フリガナ ご本人との関係

電話

都道 市区 町
府県 郡 村

パスポートコピー貼付欄

旅券（パスポート）の写真ページをコピーしていただき貼り付けて下さい。

パスポート必要残存期間
２０１７年１０月２日まで

有効期限が上記までない場合は、切替申請をしていただくようお願い致します。

米国入国に際してESTA（米国電子ビザ）が必要となります。
詳細は裏面をご確認下さい。

この個人情報は本プログラムの渡航手続時のみに限って利用いたします。

必要な範囲内で関係各所への提供等を行なうことがあります。

予めご了承願います。
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氏名

氏名

住所

昭和・平成　　　年（西暦　　　　　年）　　　月　　　　日

パスポートの有無 有・無

パスポート番号

持っていない場合

持っている場合
（必ずコピー添付）

役職名

複数名様のお申込はお手数おかけしますがコピーしてご利用ください

有効年月日 年　　月　　日

記入日　2017年　　　月　　　日

□依頼する(＊詳細は裏面をご参照下さい。)
□依頼しない

海外旅行傷害保険
□希望する
　　(別途ご案内させていただきます)
□希望しない

国内各地から成田また
は羽田間の航空券手配

□依頼する(発着空港を右の欄にご記入下さい)
□依頼しない

国内線発着空港名

ESTA代理申請
(米国入国電子査証)

国籍

性別

*パスポートと同一でお願いします。

女

東京中央支店
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル2F
観光庁長官登録旅行業第１０号
日本旅行業協会(JATA)正会員
TEL:03-5312-6540 FAX:03-5379-0740
担当：渡邊（わたなべ）・秋元（あきもと）・池田（いけだ）

ボストンで学ぶ！

女性のための戦略的リーダーシップ講座

旅行期間：9月23日（土）～10月1日（日）



●ESTA(電子渡航認証システム)について

米国に渡航される方は、ESTA(電子渡航認証システム)の登録が必須となります。
一度承認されれば、米国へ複数回の渡航が可能で、ESTAは２年間有効となります。

だだし、２年間の間で新しいパスポートを取得された場合はESTAの再申請およびESTA費用の支払いが

必要になります。
ESTA費用は渡航認証申請時にESTAのシステムを通してクレジットカードにて支払います。

以下のホームページにてご自身にてご登録していただくことは可能でございますが、

当社では登録の代行をお受けさせていただいております。

当社にご依頼いただく場合は通常の申請料(14ドル)に加えて登録代理手数料2,160円がかかりますので
ご了承下さい。

ESTAホームページ：(Yahoo等でESTAと検索していただけたら下記がでてきます)

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

ご自身にて登録される方は以下の情報が登録時に必要となりますので予めお知らせ致します。

(ツアーが中止になる可能性もございますので催行される前にご登録されないようご注意下さい。)




