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世界へ！！



視野が広がる、
視点が変わる、
本場に学ぶ美容留学

主な協賛・提携・コラボ企業

エフェクトのクラスを本場
ハリウッドで老舗であるシ
ネマシークレットのトップ
アーティストから学びます

KCとO.M.Aに所属する生
徒さんと先生が合流でエア
ーブラシやボディーぺティ
ングを習う課外授業を行っ
てます。　　　　

ランナーウエイ
バックステージ
体験できます。

2013年
カラーリング
フォトコンペで
海外作品部門入賞 
by YUTA

KC BEAUTY ACADEMY SALON STUDIO ACADEMY kcstylist.jp



　　ウンセリングにて個人個人のご希望や滞在期間などに合
　　わせたご提案をさせて頂きます。パンフレットや資料では伝えきれないことや、お
客様の不安など、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問い合わせ下さい。
カ

KC BEAUTY ACADEMY はここが違う！

　　　　キャンパスのモダン芸者壁画のトレードシンボルは
　　　　地元では有名な写真スポット！
日本人が世界に誇れる伝統やお客様サービスのホスピタリテ
ィの基盤をイメージしています！
KCキャンパス内には 1Fにバックステージやシャワー、スタ
ッフルーム。その 2Fにはロフト寮が完備されています。 

KC キャンパス

　　　　キャンパスはLAの中心地にあり、リトルト
　　　　ーキョーからAlameda Street という通り
を挟んだ東側の「Arts District」（アート・ディスト
リクト）と呼ばれるアーティスト街に位置します。
リトルトーキョーには日系レストランなどもあり
言葉の不便もなく、日々の食事の買い物なども安全
に生活できる環境です。又、安全で清潔なメトロに
乗れば、ユニオンステーションやチャイナタウンなど
の遠出のアクセスにもとても便利です！ 

LOCATION（環境）

KCトレーラーでは実際のトレーラーでのヘアーメイ　
クセッティングの仕方から野外撮影まで体験できま
す。とっさの判断力ある現場対応から多様性あるカ
リキュラムと現場の生きた英語環境でさらなる五感
が働き、専門知識と技能力の向上をはかり、即決判
断力ある人間力を養います。美学的センスと共に国
際的な次世代経営力センスも磨いていくことも目標
とします。

現場主義の生きたカリキュラム

　　　　　の現場では、柔軟な対応とスピード
　　　　　とクオリティーが求められます！そ
してその感覚を感じて頂きたいというのがKC
の理念です！KCでは世界で活躍するアーティ
ストになるために、世界中から集まるハイレベ
ルな現役アーティストとの交流や美容サロン内
での実践の中で異文化に触れて、五感に刺激を
与えながら感性を身に付け、自己表現を向上し
日本の伝統文化を基盤とした技術と最先端のハ
リウッドの技術を最短距離で同時に習得を目指
します！型にはまったカリキュラムではなく現場主義で学んでゆく柔軟な対応が
他とは違うKCの最大の魅力です！

Follow Your Dreams

一流

KC

KC

個人個人の留学スタイルに合わせたご提案



校長　徳永優子 Yuko.T.Koach

徳永優子   
Yuko.T.Koach

和装トータル・スタイリストとして映画・テレビ・雑誌
などで幅広い経験を積み 2001年渡米。日本人として初
めて難関であるハリウッド映画ユニオンに加入を果たす。
映画コンサルタントや演出家としてもセンセーショナル
な感性と実力を発揮。ハリウッド業界のリーダー的存在
である。テレビ界の最高権威エミー賞に日本人初の
3年連続ノミネートされた他、マイケル・ジャクソン
の幻のロンドン公演で使用する予定だった『スリ
ラー』3D版のヘアを手がけ、彼の雄姿を見た最
後の日本人でもありその立体ヘアデザインのセ
ンスは国内外で高く評価されている。またヘア
メイクの傍らサロンと美容学校を経営し、後続育成に尽力している。アメリカ
ではセクシー、かつワイルドな、実験的なモードにも果敢に挑戦し続けるヘア
サロン・グループＫＣ代表でもある。日本人が国際的レベルに前進するための
思想観念の根底を示し続ける。成功した人だけが言える言葉の証が聞けるＫＣ
スクールは今や世界から渡米してくるアーティストの登竜門スクールである。

Live the life 
you have imagined

メディア出演：
情熱大陸、地球便など
その他多数の番組に出演

アートサイエンスアカデミーメンバー
ACADEMY of TELEVISION ART & SCIENCES
世界美容連盟組合メンバー
National Cosmetology Association (NCA)
ハリウッドユニオンヘアーデザイナー
Member of Hollywood Motion Picture and Television Union 
706 Hair Stylist
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アメリカで人気のアクアヨガですっきりボディ

サンタモニカの波でサーフィンチャンピオンからのレッスン

ハリウッド
ミュージカル

本場の
ラテンダンス
を習う

絶対に恋しくなる
お風呂三昧の１日を
スパで

提携校のシネマシークレットメイク講習特別受講
せっかくの

アメリカ！

セクシーダ
ンス

GET しちゃ
おう！

向上心豊かな国際的アーティスト

育成目的のために

ベストSTUDENTアワード

（出席日数が９０％以上）

に選ばれた生徒には、

毎月特典が与えられます。

アメリカ存分に味わうことが出来る

楽しいアクティブに

ご招待いたします。



あなたの留学をよりよいものにするために。

NEW MIND SET
このパンフレットは留学のための入り口です！
この瞬間にあなたの留学は始まっているとも言えます！
自分で考え、自分で調べ、自分で決断する！
自分から動くというのが何よりも大切です！
すばらしい学びのための第一歩をここから始めて見ませんか？

では長期留学で本格的に学びたい方。サロンなどの技術力向上のために研修として利用したい方。
１週間程の短期間で体験留学をしてみたいという方。L.A. 旅行の中に一日だけ勉強してみたい。
等々 , 皆様、様々なスタイルで参加いただいてます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。KC

Plan

Plan

Who 
are 
you?

Who are you?

Action

Action
自分の人生をクリエイトしながら、自分が時代を築く。
志高く、自己成長が出来る本物環境で人間力を養う。
KC留学修了時に自分の成長と変化を実感することが必ず出来る。

自分を知る
自分と向き合い、自分に足りないもの必要なもの、
なりたい自分、目標などを整理してみよう！
10 年後の自分のイメージを描き、目標設定をする。

目標への道筋
目標達成のためには何が必要なのか？
どんな方法があるのか、どういうSTEPで進めるべきか？
期間、予算など具体的なプランを考える。

動かなければ始まらない！

無料カウンセリング・お問合せはこちらから



お稽古留学

観光もエンジョイしながら将来の自分を変える人間力を強化
したい方。美容を通して本場の英語もGET！将来に繋がる人
脈でネットワークを世界に日本では就職に活かせ、研修修了体
験や日本で飛躍したい方。ヘアメイクや撮影業界、美容業界が
自分にあっているかわからない方や英語の環境に慣れたいか
たにも映画をはじめ多様なエンターテイメントの経験豊富なイ
ンストラクターからのアドバイスで卒業したその日からアーテ
ィストとしての突破口が見えてくる！ 

海外美容研修プロコース

サロン経営やスタリストとして活
躍中の忙しい方にあわせていつで
もスタートできる。
濃凝縮した中身の濃い美容留学！！
欧米式のコーチングであなたのす
べての悩みを解消できます。

こんな方におススメ！ こんな方におススメ！

カリキュラム
メイク ヘアー

・Hollywood トレンドメイク
  現場スタジオ実習
・イメージチェンジ
  特殊メイク
・エアブラシ基礎

・ホットツールテクニック
  ( マーセルアイロン )
・ブレード&エクステンシ
  ョンバリエーション
・美容英会話
・SALONインターン

スケジュール

1st day

2nd day

3rd day

4th day

5th day

L.A. 到着 オリエンテーション&カウンセ
リング&ウェルカムパーティー

ヘアーメイク
ワークショップ

ハリウッド 3Dヘアスタイル法と
最先端のメイク法

サロンワーク
実践

国際的なサロンワークスキルを学
びアメリカのサロンワークを体験

ポートフォリオ
撮影

コンセプト、テクニック
現場でのスピードと柔軟性

フリータイム オプショナル市内観光、業界御用
達ショップ訪問、卒業証書授与式

VISA のいらない！自由気ままな美容留学！！
体験・短期留学

カリキュラム

スケジュール

1st day

2nd day

3rd day

4th day

5th day

自分磨きでき、
自分に自信ができます。
変われる自分を発見できます。
本物の国際マナーを
体得できます。

自己紹介の仕方
タブーな英会話
外国での習慣の違い
国際的マナー
自分でできる
プロメイク技を極める。
セルフポートフォリオ
でポーズや色彩を学ぶ

観光やショピングで
アメリカを満喫！

アメリカンスタイル
サロンワーク、
撮影現場体験！！！

5日～90日間コース

まずは
問い合わせてみよう！ 申し込み用紙提出 ESTAの申請

・無料カウセリングを予約する
・希望の留学スタイルを
  相談してコース選択しよう！ ・入学費を入金。

　

・入学の意思が固まったら、
　申し込み用紙を提出。

お申し込みから渡米まで

・90日未満の留学の場合
　visa の代わりに ESTAの
　申請が必要です。l

（最低３ヶ月前から申込受付を始めることが大切です）



（道具レンタル・材料費／KC認定登録費込み )
1 コース　ハンズオン 18h ＆ LAB 22h　計 40h 授業　

こんな方におススメ！

ヘアースタイリング ＋ メイクアップコース

KC校長、徳永優子の独自の経験とテクニックが詰まった
オリジナルのプラン！
他では学べない3Dヘアテクニックやハリウッドセレブ御
用達のシークレットテクニックをビギナーからプロフェッ
ショナルまで、実力に合わせて習得していただけます！
講師は現役プロ -最先端のトレンド＆テクニックは
現役トッププロだけが知っている！
 世界を舞台に活躍している全国有名サロンから集まるプロ
やハリウッド第一線で働くスタイリストが講師！
業界トップレベルのテクニックを間近で体験。
憧れの存在がすぐそこに。　　　　

いつからでもスタートできます。アメリカンライフをエンジ
ョイしながら、お好きな時間に受講が出来る完全予約制！
ＫＣ運営から実際のメイクのお仕事をマスターインストラク
ターのアシストをしながら、実践で学びます。修了後には日
本で活躍に必ず役にたつ技法や国際的センスが磨かれ、鋭い
感性が身につきます。ＫＣでしかできない撮影、国際結婚を
同行体験し、国際色豊かなブライダルメイク習得、メイクコ
ンテスト、バックステージに入るイベントなどが盛りだくさ
ん！！ハリウッドトレンドをダイレクトに体感できる最高の
環境で実力アップ！！世界トップクラスのメークアップアー
ティストによる業界へのデビューサポートからポートフォリ
オ作成へのアドバイスを受けながら撮影体験もできます。

カリキュラム
ヘアースタイリング

[ヘアースタイリング ]

　国際的マナー＆英会話、欧米ヘアー知識、衛生管理、
時代流行 20年代～ 80年代、3Ｄテクニックアップ、
ハリウッドトレンドヘアスタイル、
マーセルカーリング、レース鬘の取り扱い、
欧米式ビン・ゴム技法、ブレード・コンロー、
ブライダルヘア

カリキュラム
メイクアップインターシップ

[メイクアップインターシップ ]

衛生管理　皮顔造型と立体分析、膚理論、質感、
スキンケア、ベースメイク、アイシャドウ、アイライン、
ビューラー、マスカラ、アイブロウ、チーク、ハイライ
トローライト、リップ、色彩学、エアーブラシ、
パーソナルカラーメイク、撮影メイク、ショーメイク、
ブライダルメイク、時代別メイク、メンズメイク、
エイジングメイク、ハリウッド撮影マナー、特殊メイク、
国際マナーホスピタリティ、シーン対応、ドレス知識、
撮影実習、トータルプロデュース、コンサルタント

準備 渡米
・滞在先決める
　
・海外保険加入  
・日本円からドルの用意

・海外航空券手配
快適で守られた日本を
飛び出すことで、
未知の環境の中で人間力を
身につけの中でよう！！



KCワークエクスぺリエンスプログラム

長期美容留学
3ヶ月なんかじゃ全然足りない!!

●エアーブラシ
　ヘアデザイン
●ヒストリー
　ピリオドヘア
●カラーセット・
　フィンガーウェーブ

●ヘアー基礎知識
　●クリッパー
　　●ハリウッド式
            カラーテクニック
　　　●欧米コンテンポ
　　　　ラリーヘア
　　　●衛生管理
　　　＆スキンケア理論
　　 ●シーン別
　　　ヘアーデザイン
　●欧米風アップ・
　　　和装スタイル　

○ファッションメイク
○TV&Film
　メイクヒストリー
○スチール
　ステージメイク
○皮膚の基礎知識、
　理論
○シーン別メイク
○舞台メイク
○色彩学

○コンセプト＆
　ストーリー
　ボード
○撮影スチール
　メイク
○ハリウッド
　メイク
○エアブラシ

お申し込みから渡米まで

まずは
問い合わせてみよう！ 申し込み用紙提出 VISAの申請
・無料カウセリングを予約する
・希望の留学スタイルを相談して
　コース選択しよう！ ・入学費を入金。

・入学許可書受け取る
　（I－２０）

・入学の意思が固まったら、
　申し込み用紙を提出。

・領事館にビザ面接申し込み、
　M1ビザを取得する。

（最低３ヶ月前から申込受付を始めることが大切です）

サロンインターンシップ 
＋美容ライセンス取得コース
ヘアースタイリング

 ＋ メイクコース

ヘアー
スタイリング

 ＋
 メイクコース

法務局移民局認可
学生ビザ（I-20)
ビザサポート有り

サロン
インターンシップ 

＋
美容ライセンス
取得コース

　めざせ！！ Cosmetologist!!

３ヶ月

●ヘアーカット
●ソフトパーム
●カラーハイライト
●フェイシャル
●ネイル

●ブロードライ
●スタイリング
●アイブロー
●マーセルアイロン
●衛生公衛生

６ヶ月



「コスメトロジー（Cosmetology）」とは、ア
メリカでのヘアー・メイク・ネイル・エステ
などの美容に関する全ての資格です。このコ
スメトロジーライセンス取得者のことを
「コスメトロジスト（Cosmetologist）」
といいます。コスメトロジーライセンスは、
アメリカの各州が実施する国家試験に合格す
ることによって取得できます。試験は日本の
美容師免許試験と同様、学科と実技に分かれ
ています。

＊美容師　* スタイリスト　* メイクアップアーティスト
＊ヘアーデザイナー ＊ネイリスト　* ネイルテクニシャン
＊アイリスト　* カラーテクニシャン * エステティシャン 　
* ヘアサロン業 　* 舞台アーティスト * インストラクター 
* サロン / ショップオーナー
* ハリウッドモーションピクチャー 
　　　　ヘアースタイリストユニオン加入等

各種手続き・準備 渡米
・滞在先決める
　（KC寮、ホームスティ、アパート）

・海外保険加入  

・日本円からドルの用意

・海外航空券手配

・国際免許書き換え手続き

快適で守られた日本を
飛び出して、
未知の環境の中で人間力を
身につけよう！！

    
    
　 

試験内容が日本とは異なり、インストラクターの英語
による指示に従って施術をドールヘッドに行います。
事前のシュミレーションテストを繰り返すことで万全
な試験準備体制を整えています。
筆記試験対策として KＣでは
模擬テストをウェブで受験で
きるシステムを用意しており
自宅でも外出先でも勉強が可
能です。
スタッフはバイリンガルで日
米の美容免許を保持していま
すので様々な質疑応答に対応
サポートいたします。

美容ライセンス受験には
SSNの取得が必須となります。
SSN取得のためには
１年間の滞在が必要です。
visa は１年単位での申請となるため、
２年目に入る段階で
visa の更新費用が別途必要になります。
詳しくはカウンセリングにて
お問い合わせ下さい。

○キャラクターメイク
○ビューティータトゥー
○色彩学メイク
○ファッションメイク
○和装花嫁メイク
○ポートフォリオの作成

●ハリウッドセレブリティー
　　　ヘアーアップドゥスタイル
●ヴォーグヘアスタイル
　　　　　クイックチェンジ
●レースWIG装着、取り扱い
●フリーランサーノウハウ
●欧米式経営理論

◆トータルビュテイ美容技術理論 / 
   実技美容実習 /衛生管理 /
　美容運営管理 /美容の物理・化学 /
　美容異文化論 /伝承日米美論 /
　国際サービスマナー・
　運営ビジネス実務
　美容ライセンス試験対策 /
   実技トレーニング /
　オンライン筆記プログラム

２年後１年後

KC 美容免許取得プログラムコースでは
世界で活躍するためのライセンス取得徹底サポート！

コスメトロジーを取得すると
現在アメリカでは次のような仕事に就けます。

欧米技術を基礎からじっくり学び
国際的な感性と知識を身につけます



講師：ＧＥＥ

各分野の現場を知り尽くしたエクスパート達から学ぶ
特殊ノウハウを知ることで、
世界の最先端情報を
学べます

スキルアップワークショップKC

世界中の方の喜びをサポートするブライダルアーティストとしての
国際マナー、ブライダル雑誌の撮影用ヘアースタイリング

多彩なブライダルシーンやランウエイに対応できるプロとしての
テクニックとスピードを伝授します。また現地で活躍する

ＫＣマスターヘアーメイクアップアーティストたちと
現場同行で即戦力を磨きます。

映画「さゆり」の着物コンサルタントを手掛けた徳永優子氏が直伝する人気コース！
さゆりで指導された衣装デザイナーはみごとオスカー獲得！！
海外のドラマ・ＴＶ・舞台などでは日本伝統技術文化は大変に貴重な人材。
KC和装スタイリストコースは 日本伝統技から欧米に好まれる
コンテンポラリーでユニークな着付けまで
トータルで提案できるプロを目指します！

英語の壁も問題にならないぐらいに
とってとてもわかり易く、丁寧にハリウッド流

メイク教えてくれるジェニファーは
OMA専属メイクアップアーティスト !

メイクに関するすべての悩みに答えてくれる
ジェニファー先生はシネマシーックレットをはじめ
数多くの生徒から師事される人気アーティスト！！

ヴィダルサスーン (VIDAL SASSOON)
の講師を経て、レディガガなどの多くのセレブから人気があるマテオ
彼から湧きあふれる感性を取り入れながら 1つの作品が出来るまでの
過程を学びます。撮影用のモデルや女優の個性とコンセプトを活かし
ながらの究極ヘアーメイク技を学べます。撮影のシチュエーションに
スピード性をもってシュミレーションすることにより、
国際的視野イメージを広げ、
確実なスキルアップを身につけることができます。

TUPACのアルバムカバーなどを手かげてきたエアーブラシスペシャリストRISKIE。
人物画からリアルな絵まで何でもエアーブラシと手書きで仕上げてしまう天才的な感性の持ち主。

リスキー先生からは、エアーブラシの基礎を言われるモノクロテクニックを学べます。

エスニック界の女王、多数のセレブを手掛ける経験豊富なヘアーデザイナーである彼女。
美容ライセンス取得技術指導は過去 100％の合格者率を誇り、優れたインストラクターとして
アメリカ国内の様々な美容学校にて多くの生徒たちへの育成に力を注いでいます。

多数のヘアーコンテスト入賞を果たしたＧＥＥ先生の受賞作品を取り入れ
インターナショナルな感性あふれるクリエイティブなアイデアを体験し

あなたのフォト作品作りのサポートをいたします。KC独自のヘアアレンジメント理論 は撮影にも活かせ
サロンでの似合わせにも役立つコツが満載！！

 ヘアーコンテストテクニック＆ＴＩＰ

本場で習うブレード・コーンロー・特殊エクステンション

トップアーティストと体感するエアーブラシセミナー

ポートフォリオ制作セミナー
セクシー系のスモキーアイメイクセミナー

和装スタイリストコース

ブライダルコース

JENNIFER

講師：ジェニファー

RISKIE
講師：リスキー

JOVANNA

講師：ジョバンナ

MATEO 
JON

講師： マテオ

GEE



MASHUの木下です。
「MASHU Los Angeles」オープンに伴い、KC様でカ
リフォルニア州美容ライセンスの取得をサポート頂き
ました。海外進出やビザのことなど、
技術だけでは乗り越えられない
ハードルに対し、現地での経験
豊かなKC様は心強い味方です。

日本を離れ、異国に生活してみて、感謝の気持ちや、
チームワークの大切さが更に実感することができました。

数々のアメリカで開催されるコンテストで優勝できたことは、
大きな将来への自信にもつながりました。

山川あきこ

英語の勉強は漢字のように絵を抽象して
いなく、単語に又違う単語が繋がる連結
していきながら、覚えたことがとてもアメリカの
文化の意味が早く理解でき、楽しかった！
又行って見たいな !　　　　　　　　　　　MAI

生徒作品

その他の作品 &ボイス
→http://www.kcstylist.jp/index.php/component/k2/itemlist/category/12-students-voice



基本料金

サロンインターンシップ ＋ 美容ライセンス取得コース

短期

オプション

長期

スキルアップワークショップコース

[4 時間 ] 授業料 28,000 円、施設 /道具レンタル 2,000 円、ディプロマ認定登録費 20,000 円
[１日間 ] 授業料 48,000 円、施設 /道具レンタル 4,000 円、ディプロマ認定登録費 20,000 円

各留学コースに追加の場合、
施設／道具レンタル、
ディプロマ登録費は免除

※スキルアップワークショップのみの受講も可能！
　例：観光旅行の中に組み込むなども可能。

１週間～90日以内　visa 不要！

１コース料金
40時間授業。最低必要日数１週間から１０日 21 万円

～１年間～95万円～１年間～95万円

アメリカ美容ライセンス「コスメトロジー」取得に特化したコースです

１コース追加ごとに授業料１０万円追加。
例：3コース受講の場合　21万＋10万＋10万＝４１万円

ヘアースタイリング ＋ メイクコース   長期

１ヶ月あたり７２時間授業。

スタイリストを目指す方に、ハリウッド最先端技術を伝授！

・長期留学コースは 3ヶ月から１年の間でご希望によりカスタマイズすることも可能です。
・詳しくはカウンセリングにて。

SSNをお持ちの方や、書き換えのみご希望の方にも対応しております。
それぞれの条件により、料金変動等ございますので、詳しくはカウンセリングにて。

※この他に受験申し込み諸費用として 5万円程度、2年目に visa 更新料が別途必要です。

１年間 95万円（入学初期費用 6万円＋授業料 89万円）

１ヶ月あたり７２時間授業。
１年間～95万円～（入学初期費用 6万円＋授業料 89万円）

visa のいらない体験留学。

※visa の代わりに ESTA の申請が必要です。

美容学校様
専門学校様に団体割引制度あり



生活費等、その他費用の目安
渡航費：約 15万円（時期、格安航空券などにより変動有り）

現地生活費：月／約 8万円（滞在期間による）

家賃：月／約７万円（滞在期間、宿泊先による）

visa, 申請書類費用等

③OPT・SSN（美容ライセンス受験に必要）

受験のために申請が必要。詳しくはカウンセリングにて。

①ESTA→1,400 円（短期留学に必要）
90日以内の渡航の場合、
visa の取得の必要がない代わりに ESTAの申請が必要になります。
詳しくは→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

②M-1visa→33,100 円（９０日以上の長期留学に必要）
90日以上の留学生ビザ
詳しくは→http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typefandm.asp

OPT- オプショナル・プラクティカルトレーニングビザ
SSN- ソーシャルセキュリティーナンバー

無料カウンセリング・お問合せはこちらから

A B C＋ ＋ ＝
KC料金 渡航費等VISA 等

トータル留学費用

こちらの料金表の金額は、あくまで基本の料金となっております。皆様の個人個人の留学
スタイル、滞在期間、留学内容などによって様々です。皆様のご希望に添えるよう、カウ
ンセリングにて丁寧に対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい！



ビザって何？
自分に必要なのは？
調べてみよう！
ESTAって何？

I-20 って何？

F-1 ビザとM-1ビザ　

SEVIS って何 ?　

ESTA ( 電子渡航認証システム ) - ビザ免除プログラムのこと。
アメリカに 90日以内の渡航の場合、VISAの代わりに ESTAの申請が必要です。
詳しくは→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

学生ビザを取得するために必要な、外国人向けの入学許可証。
入学後は在学証明書となり、アメリカ入国のときに提示を求められます。
詳しくは→http://www.hanoura.com/~yoshi/USM/i-20.html

詳しくは→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-sevis20040902.html

語学学校から F-1 が発行されている場合は
M-1への切り替えが可能です。

F-1 ビザは大学で勉強して学位取得したり、語学学校で英語の勉強を目的とするのに対して、
M-１ビザは職業の習得を目的とする学校に行く場合に発行されます。

当スクールは撮影業界のヘアーメイクにかかわる美容関係を習得するアカデミーであるため
に職業訓練学校として、１年から 3年のプログラムの期間があります。

ビザの期間は入学から 1年になります。
2年目に更に上級クラスの就学希望の場合は
進学可能でビザ延長ができます。

どのぐらいの期間アメリカに滞在できるのですか？

ビザの期間はどれぐらいですか？

英語がわかってきたので
ヘアーメイク専門学校に
入学したいですが、できますか？

２００１年のテロリストアタックの後、移民局が学生ビザで入国する生徒の管理を強化した
のに伴い、Ｉ-２０がオンラインでデータ化され、移民局、警察、入国審査局が同時にデータ
ベースを共有することが出来るようになりました。そうすることにより不法移民の流入を抑
え、幽霊学生の取り締まりを強化しています。
上記の理由でかかるコストがＳＥＶＩＳと考えたら良いでしょう。



KC

アメリカM-1 ビザ申請面接に
              合格するための完全秘訣 4か条

Ⅰ. 残高証明書は出来るだけ
多くの金額を用意する。
100 万円よりもっとが理想。

Ⅱ. 滞在中の日本からの給与証明や
援助してくれる親族からのレターを
英語で準備する。

Ⅲ. 学校の先生や勤務先上司からの
英文による推薦状や
陳述・嘆願書などを追加する

Ⅳ. 留学したい理由や期間、専行コースを
修了したらどう日本で活かすか
というようなエッセイを添える。

アドバイス：
英語が苦手であれば、
「Japanese Please」
でもOKです。

よくあるトラブル！留学豆知識！
☆ アメリカに入国する際（入国審査について） ☆
パスポートと事前に記入した出入国記録カード（I-94）を入国管理官に提出します。
入国が認められると、I-94 に滞在期限が記入されスタンプが押されます。
書類をスーツケースにいれずに必ず手に持つカバンに保管してください。

国際電話のかけかた

<日本からアメリカへかける場合 >
「1」KDDI を使う場合の当校へのかけかた。 
001 - 010 - 1 - 12132539999
※「010」は日本からの国際電話認識番号です。

＜アメリカから日本へかける場合＞
例）KCJAPAN
　　050-3601-4932 のかける場合は 
　　011- 81 - 5 -036014932 となります。

日本とアメリカ西海岸の間には 17時間の時差が
あります。カリフォルニアでは夏時間の導入が採
用されていて、毎年 3月の第 2日曜から 11月の
第１日曜までは夏時間になります。アメリカのPC
やケーブルテレビボックス、携帯電話などは自動
で時間を変更してくれますが、車の時計や目覚ま
し時計などの時間変更を忘れないように。



その他Q&Aはこちら
→http://www.kcstylist.jp/index.php/component/k2/itemlist/category/10-questions-and-consulting

日本帰国の意思をはっきりすることは大切です。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-appointmentschedule.asp
（ビザ申請費用＄１３１）

大使館面接で気をつけないといけない事はありますか？

英語はできないですが？
大丈夫です。
言葉がわからない方が五感を働かせることで感性を磨がかれます。

生活費はどれぐらいですか？
日本に比べて、贅沢しなければ、月額８万円ぐらいからの生活費です。
日本に比べて、住まいなどシェアーが多く、食品は量がおおく、安いという意味です。

治安は大丈夫ですか？
ブロックごとに危険地帯ははっきりしていますので、意図的に領域に入りこまない
ようにすれば、日本のメディアやマスコミが報道するような印象はまったくありま
せん。とても安全で人々の愛を感じる国がアメリカです。

持っていくものはありますか？

常備薬は必要です。携帯電話やクレジットカード、パソコンなども便利です。

ビザはいりますか？
３ヶ月以内の滞在の場合はエスタ申請、3ヶ月以上はVISAが必要です。
ESTA→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
VISA→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-sevis20040902.html

国際免許について

海外保険には加入した方が良いですか？

滞在期間によって扱いが異なります。
http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/m08_01.htm

加入する事をお勧めします！
種類は様々ですのでご自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。
KCお勧め保険比較サイト
http://www.i-hoken.jp/travel/study/
現地保険会社に日本語で加入できるサイト
http://www.kenkouhokenusa.com/form_contact.php



二人の子供を抱えて、シングルマザーで渡米。
カレッジに 38 歳という年齢で入学しましたが、

アメリカという国の教育へのあり方、
いつでも始めればいい、学歴も人種も関係ない学びの場、

日本ではあり得ない多種多様な人生観を持つ世界の人と出合ったことは
仕事へのクリエイティブ性につながり、

これほど成長できるとは想像していませんでした。
違う所を尊敬しあうアメリカン リスペクトスタイル、

皆と同じでないことを素敵に思え、
一人ひとりの個性で互いの苦手部分をフォローしあうチームワークこそが、

最大の源であることをカレッジライフを通して体験しました。
そのルールこそが欧米社会の基盤であり、

ハリウッドエンター業界においてもボスと部下とはけじめがありながらも、
学びあう姿勢があります。
異国で暮らすということは、
人間力＝生きるという原点、
日本への感謝が芽生え、

自分の経験のひとつでも次世代の方々の道しるべになるように、
一緒に歩んで行きたい思いです !!

message

徳永優子　Yuko.T.Koach
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