2012年 光州広域市 ビューティーアカデミー
- 海外 教育生 対象

ビューティー 敎育 & 觀光 -

1. 事業槪要
光州広域市,世界中を吹きまいているK-POPの熱風とともに、注目されている
「KoreanBeauty」を育成するために「海外 ビューティーの 従事者を 対象に した
ビューティーアカデミー」を、韓国国内では初めてのモデル運営します。
主な內容は、韓國の最新ビューティーブレンド技術教育、地域のビューティー業所
体験、文化観光プログラムなどを含みます。

図 1. 光州広域市ビューティー教育観光旅行

主管：光州広域市

施行機関：湖南大学校

2. 運営內容
1) プログラムの 進行
① プログラムの 進行 次数
日程

次数
1次 示範事業（終了）

2012年 10月 22日 - 26日（終了）

2次 示範事業
（募集中11月末まで）

2012年 12月 17日-21日

②プログラムの 日程 : 4泊 5日
プログラム

日程

時間

その他
技術敎育
(4個 の 分野 中 選擇)

ビューティー敎育
3日
プログラム

- マーケッテイング/CS :
4時間
ヘア、皮膚、ネイル、
- 技術敎育 : 20時間
トータルビューティー

ビューティー體驗 1日
プログラム

- 8時間

3カ所 以上

文化觀光
プログラム

- 8時間

光州広域市 及び、周辺の 地域
觀光

1日

2) 施行機関：湖南大学校
3)対象者: 海外 ビューティー 関連(ヘア、皮膚、ネイル、トータルビューティー)従事者
及び、関心が ある 者。（スクール生徒様やこれからこの分野を勉強しようとする者）
※韓国ソウル（インチョン国際空港）までお迎えに行きます。

4) 詳しいプログラム
(1) ビューティー教育のプログラム
分野

皮膚美容
(25名)

マーケッテイング敎育

技術敎育

Facial Care

▫ Facial care 1 : 顔の線とバランス管理
▫ Facial care 2 : 陶器の皮膚管理

Body Care

▫ 韓国型 Body Massage :
One Point Care

Skin analysis
& cosmetic

▫問題のある皮膚の識別及び、化粧品の處方と
販賣

▫グリッタージェルを利用した飾りの
ジェルアート
▫動物プリンターのジェルアート
ジェル
ネイルアート

ネイル美容

(20名)

ファッション
ネイルアート

▫ジェルを利用したウォターカラーの効果の
フラワーアート
▫ジェルを利用したクローバーテーマの
ジェルアート
▫マーブルと鳥の羽根のモチーフの
ジェルアート
▫グリッターパウダーを利用したバラの
テーマのアクリルアート
▫マーブル技法とウォター転写を利用したアー
ト
▫絵画の感じのハンドペインティングのネイル
アート

▫韓國のビューティー
産業の現況
▫韓國のビューティー
産業のブレンド及び、
サービス戰略

(2) 體驗プログラム
名

場所

內容

場所の 特徵

過去
韓國の傳統美容
·韓國美容博物館

·博物館見學
·傳統修飾品の製作

現在

ビューティーブレンド
·光州広域市

ビューティー ショップ

·皮膚美容、
ネイル 構成
·對象者は 自由 選擇 が
可能
·2ヵ所 業所 體驗

光州広域市に ある
ネイル、皮膚、ヘア美容
関連の産業體

未來

ビューティー&サイエンス
·IT スクエア

·IT スクエア 見學
·ビューティー3D技法の
体験

(3) 文化觀光プログラム
○ 光州の『美、おいしさ』の文化觀光の場所
分野

文化
·
美

芸術

場所

特徵

アジア 文化中心都市 広報館

·アジアの 多樣な 文化と 資源の 相互交流
·光州の 文化ランドマーク

芸術の 街

·光州の 芸術探訪
·ギャラリーと美術品店、表具屋、骨董品店、小劇場、
傳統茶の 喫茶店

テイン 藝術市場

·美術家や 文化芸術家の 作業室で 構成

歌詞 文化圈

·瀟灑園 : 韓國の 傳統庭園
·歌詞文化圈: 息影亭、環碧堂、松江鄭澈 など

ファッ
ファッションの 街
ション

·忠壯路 及び ウェディングの 街
·ビューティー 関連の 商品の ショッピング

光州の 鄕土の 食べ物 博物館 ·光州の鄕土料理體驗
おいしさ

ビューティーウェルビィーング
式食事場所

·ビューティーウェルビィーング式(地域の 特産物を
利用した 食べ物)

3. 募集案內
1) 申請期間 : 2012年 10月30日~ 2012年 11月 30日
2) 申請方法 : 日本リラクゼーション認定協会 (http://www.jp-raa.com)
☞ 2012 韓国光州広域市湖南大學校ビューティーアカデミー研修 click
☞ 志願書 download ☞ 作成
☞ 郵便, FAX & e-mail 発送
※ FAX : 058-251-1113 ※ E-mail : info@jp-raa.com
※郵送先
〒５００－８３２６
岐阜県岐阜市吹上町６－２０－２
日本リラクゼーション認定協会 本部 宛

もしくは

info@mcs-kirei.com

3) 選定人員 : ネイル(20名)、皮膚美容(25名)
4) 選定者発表 : 敎育機關別個別通知(e-mail)
5) 提出書類 :
① 志願書 1部 : 湖南大學校 (http://china.honam.ac.kr/)
② 在職證明書 1部※無い場合ご相談

6) 敎育生の登錄費
� 登錄費: 韓貨 20萬ウォン (敎材費、宿食費用など)※約 15,000円です。
※ 寄宿舍(4人 1室)、食事(5日3食 提供)
※ 個別宿食の場合、登錄費 韓貨 5萬ウォン※約 3,800円です。
� 登錄費 口座番号 : 光州銀行 150-107-005186
研修先
※ Address: 2012 Gwangju Metropolitan City Beauty Academy
Honam University Industry-Academic Cooperation Foundation
417 Eodeung-ro, Gwangju-shi, South Korea
Zipcode: 506-714

7) お問い合わせ
電話０１２０－８１９－９０１
Email info@jp-raa.com
もしくは
主管：光州広域市

info@mcs-kirei.com
施行機関：湖南大学校

4. 敎育生支援の內容
○
○
○
○

ビューティー 敎育 プログラム 經費の 支援
實習施設 及び、機資材 使用 支援
ビューティープログラム 體驗 經費の 支援
專用バス、對象國の 言語支援 などの 便宜事項の 支援

○ 光州広域市長の 認定修了証 發給 : 2012年、光州広域市 ビューティーアカデミー
(22時間以上 履修者)
○ 分野 別 ビューティートレンド 體驗 プログラム 選擇權の 附與
○ 寄宿舍及び、食事など、滯留支援(敎育對象者 登錄費に含まれる)
※通訳費用も含まれます。
※ソウルインチョン国際空港までお迎えに行きます。（インチョン空港集合、解散）
※ 敎育對象者の 負担
- 登錄費(20萬ウォン)、航空料(個別)、その 他の 個人費用

5. 特異事項
① 22時間以上の課程を履修した学生に限って光州廣域市長が認証した 修了証を 発給する。
② 提出された書類に 対しての 全ての責任は提出者本人にあって、全ての書類の記載
事項を偽って記載した場合は選拔が取り消される。
③ プログラムの內容は敎育機關の事情によって、調整がある場合もある。

主管：光州広域市

施行機関：湖南大学校

