
※上記の内容は、変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

1　コンペ開催日

2　カテゴリ

【クラシック部門】
マスター：実務経験3年以下
エキスパート：実務経験3年以上

2020年6月26日(金)（現地時間）

【2D～3D部門】
マスター：実務経験3年以下
エキスパート対象：実務経験3年以上

3　コンペティション開催時間

【クラシック部門】
　受付 7：45～8：15　
　準備 8：15～8：30　
　競技 8：30～10：15

【2D～3D部門】
　受付 13：45～14：15　
　準備 14：15～14：30　
　競技 14：30～17：15

4　カクテルパーティ＆セレモニー（授賞式）

5　エントリー費用

[時間] 21：00～22：30      [ドレスコード] 白、ローズゴールド
[チケット代金]　NYC VOLUME LASH CUP ** LIVE ** AWARD CEREMONY TICKET 2020    50.00ドル

（ツアー参加者のお申込みは代行いたします）

1部門 270ドル　　　　2部門 490ドル

6　モデル費用 (ツアー参加者のお申込みは代行いたします）

1部門 1人60ドル

7　ツアー参加者限定  事前セミナー （受講費はツアー費用に含まれています）

講師：TB Kim氏
日程：お申込み時にご案内致します
会場：東京都内
内容：NYコンペの審査基準と得点獲得のポイント

8　前日練習

会場：宿泊ホテル内の特別会場
TB Kim氏のサロンスタッフが来場し最終チェック等を行って頂きます

コンペティション概要



(株)アイラッシュガレージ
〒154-0015

東京都世田谷区桜新町1丁目34番25号
TEL/03-5752-4231　FAX/03-3702-8997

日　付 発着地 現地時刻 交通機関 食　　事

1 6月24日 夕：機
（水） 羽田空港 16:30 羽田空港 国際線ターミナル集合（受付）

朝：機
羽 田 18:30 JL-4 日本航空にて、ニューヨークへ

飛行時間：約13時間10分 昼：機
ニューヨーク 18:35 専用車 空港着後、専用車にて夕食会場へご案内します

ニューヨーク着
夕：○

20:45頃 市内レストランにて懇親会ディナー
22:30頃 専用車 専用車にてホテルへ

チェックイン

2 6月25日 朝食はホテルにてお召し上がりください 朝：ホテル
（木）

集合時間までご自由にお過ごしください 昼：×
ニューヨーク

夕：×
滞在 13:00 会議室 ホテル内特別会場にて事前練習

所要時間：約3時間
16:00 終了

ご自由にお過ごしください

3 6月26日 朝食はホテルにてお召し上がりください 朝：ホテル
（金） 地下鉄 ユニオンスクエア周辺の「Homw Studios」会場へ

※メトロカードご用意 昼：×
ニューヨーク

夕：×
滞在

地下鉄 終了後、ホテルへ

4 6月27日 朝食はホテルにてお召し上がりください 朝：ホテル
（土） 出発までご自由にお過ごしください

ニューヨーク 昼：×
10:25 専用車 専用車にてホテル出発

滞在 夕：機
11:25 空港到着

ニューヨーク 13:25 JL-5 日本航空にて、日本へ
飛行時間：約14時間

5 6月28日 朝：機
（日） 羽 田 16:25 羽田空港到着

昼：機
入国・通関手続き後、解散。

【機内泊】

◆ ご 旅 行 日 程 表 ◆

行 程　　

【宿泊：Hilton Midtown泊】

【宿泊：Hilton Midtown泊】

【宿泊：Hilton Midtown泊】

2019/12/2

旅　　程　　表

方 面 ： ニューヨーク
旅 行 期 間 ： 2020年06月24日（水）～ 6月28日（日）

ツ アー 代金 　478,000円　(1名様）

●ツアー料金に含まれるもの ●ツアー料金に含まれないもの
・海外旅行保険費用

・ESTA 申請費用

・コンペティションエントリー費用、モデル費用、パーティー費用

●特典

・航空券、その他空港諸税

・燃料特別付加運賃（2019年9月時点）

・1室2名様利用となります（シングル希望は承れません）

・添乗員(ツアー中同行いたします）

・ホテル最寄り駅⇔会場最寄り駅のメトロカード（チャージ済み）

・1日目の懇親会ディナー代 ・国内にてコンペティション主催者による事前セミナー開催

・前日の事前練習会場をご用意しております（最終チェックあり）

朝＝朝食,　昼＝昼食,　夕＝夕食,　機内＝機内食

注1：日程表中の航空会社・便名・時間は予定となり、変更される場合もございます。予めご了承下さい。

注2：キャンセル規定2020年2月11日～3月30日は50％、3月31日～4月20日は80％、4月21日～6月23日は100％を旅行代金に対して申し受けます。



会場

宿泊ホテル

https://www.homestudiosinc.com/

https://www.newyorkhiltonmidtown.com/

「ニューヨーク ヒルトン ミッドタウン ホテル」
マンハッタンの中心に位置し、客室数1,929のNYで最大級のホテルです。
リニューアルにより、広々とした客室・スイートの数々が更にコンテンポラリーに。
一歩外に出ればセントラルパーク、五番街のショッピングセンター、ブロードウェイ、
カーネギーホール、ロックフェラー センター、タイムズスクエアなど
マンハッタンが誇る数多くの観光名所まで歩いてお出かけいただきます。

最高のパフォーマンスを発揮する場所だから
あらかじめ知っていたい。
雰囲気に飲み込まれない自分をイメージするために。
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お手続きの流れ
～お申込みからご出発まで～

ご旅行代金　478,000円（お一人様）

二次募集〆切：2020年3月20日（先着順）

1　メールにてお申込み

2　旅行社（㈱NOE様）よりご案内書面到着

コンペエントリー及び現地モデルのお手配は手数料無料で代行いたしますので、
もれなくご記入ください。

3　お申込手続き

・所定の「お申込み書」にご記入の上㈱NOEへ送付
・（ESTA）の渡航認証が必要です。旅行社にてお申込み代行が可能です。(別途費用がかかります
・2020年３月20日までにお申込み金としてご旅行代金の50％のご入金をお願い致します。
お申込金の到着をもって契約の成立となります。

4　ご請求書到着

5　最終日程表到着

後日残金請求書をお送りいたします。3月30日までにお支払いの程お願い致します。

ご出発の２週間前を目処に発送しております。

6　ご出発

最終日程表に記載の場所・時刻にご集合ください。

その他ご案内

・ 渡米にあたりまして、パスポートは入国時より3ヶ月以上（２０２０年９月２４日以降）の残存期間が有効なものが望ましいとされております。
・ 渡米にあたりまして、米国渡航認証システム（ESTA）の渡航認証が必要となります。
・「海外旅行保険」のお申込をご希望のお客様は、申込書にご署名、必要事項等をご記入の上３月10日までにご返信をお願い致します。
・ 空席がある場合のみ二次募集を致しますが、お申込みからご入金までの期間が短くなりますのでご了承下さい。

※ご旅行費用総額のご入金も可能です。その場合は担当者までご連絡をお願い致します。
※インターネット上でのオンライン決済(クレジット支払い）も可能です。

※インターネット上でのオンライン決済ご希望の方は担当者までご連絡をお願い致します。
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