Love & career Stage- up tour in NYC!

ラブもキャリアも次元上昇させる”一生ものの経験ツアー”	
 
ツアーが終わるころには、新しいラブとキャリアのマインドを手にして、ステージアップした	
 
あなたに出逢えるはず。新しいマインドを手にして、行った前と後では、	
 
一皮も二皮も剥けて女っぷりがグーーーンと急上昇すること間違いなし！
女性としてのステージアップをたっぷり体験してもらえるよう、魅力的な 5 つのプランを用意しています 	
 

Day 1-9th (Fri)

Day 2-June 10th(Sat)

Day 3-June 11th(Sun)*任意参加*
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人気料理家ひでこコルトンさんに、ニュ
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ーヨーク流パーティー流儀を学んだ後
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活躍の宮本佳実さんとのコラボトークシ
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Day 1(June 9th /Fri)-TRAVEL ITINERARY
Time
7:30 AM

Location
セントラルパーク

Event
ニューヨーカーになりきっ
て、朝のウォーキングを体験

Detail
集合場所	
 
Le Pain Quotidien - Columbus Circle
922 7th Ave, New York, NY 10019

09:00 AM

Blutstone Lane
又は Blake Lane

ニューヨークで人気の朝食を
みんなで堪能♡

https://www.yelp.com/biz/bluestonelane-new-york-7
or
https://www.yelp.com/biz/blake-lanenew-york

10:30 AM
12:00 PM

TBD

3:00 PM

当日までのお楽しみ

ニューヨークトレンド視察

Quality Italian
57 W 57th St, New York,
NY 10019

一旦解散
ディナー	
 
*ディナー代は直接ヒロコさん
にキャッシュ(ドル)でお渡し
ください。

5:30 PM
7:00 PM

9:00 PM

一旦解散
パワーランチ	
 
With 世界で活躍する女性	
 
*ディナー代は直接ヒロコさん
にキャッシュ(ドル)でお渡し
ください。	
 

当日までのお楽しみ♡

11:00 PM

ニューヨークで活躍中の女性に、ラブとキ
ャリア事情を生インタビュー！	
 
	
 

“お客様(自分)”と“ビジネス”の視点の
両面から、ニューヨークのトレンドの真相
を探る視察ツアー。ニューヨークの街で見
たこと、心で感じたことを日常に取り入れ
て、オンリーワンを目指しましょう！	
 
	
 
どこを視察するかは当日までのお楽しみ♡

素敵なバーで LOVE トーク
*ドリンク代は直接ヒロコさん
にキャッシュ(ドル)でお渡し
ください。

Love トークの前にまずはみんなでイタリア
ンディナーを堪能。プラダを着た悪魔”で
登場する Smith & Wollensky ステーキハウ
スの系列なので、イタリアンと共に美味し
いお肉も堪能出来ます♡	
 
https://www.yelp.com/biz/quality-italiannew-york
オシャレなニューヨーカーがごっそり集ま
る場所で、日本語で LOVE トークをおおい
に華咲かせちゃいましょう
「自分を愛す方法って？」「たった一人の
パートナーと最高の関係を築ける「私」に
なるためにはどうしたら？」こんな疑問も
専門家からの視点で、あなたの LOVE レベル
がアップするように、ビシバシ！愛のある
アドバイスをいたします。スペシャルラブ
トークナイトたっぷり楽しみましょうね 	
 
	
 

1 日目お疲れ様でした	
 
ホテルに戻りゆっくり休んで
下さい♡

           

           

Day 2(June 10th /Sat)-TRAVEL ITINERARY
Time
9:00 AM or 9:30 AM

Location
TBD

Event
ニューヨークでポピュラー
な、アウトドア・ヨガを無料
で体験！
ヨガの後はニューヨークで人
気のサラダブランチ

10:30 AM or
11:30 AM

Sweetgreen or
Chop’t Creative Salad
Company

12:00 PM
or
12:30 PM

Union Square
Greenmarket

ユニオンスクエアのファーマ
ーズマーケット見学

01:30 PM
03:00 PM

TBD

一旦解散
ブロードライ専門店にてヘア
セット

03:30 PM
04:00 PM

Long Island City

06:00 PM

Long Island City

07:30 PM
08:00 PM

移動
ニューヨークをオシャレに体
験する NY カクテルパーティ
ー	
 

宮本佳実さんとのコラボトー
クショー

TBD
当日までのお楽しみ

09:30 PM

  

移動
ディナー	
 
*ディナー代は直接ヒロコさん
にキャッシュ(ドル)でお渡し
ください。
2 日目お疲れ様でした	
 
ホテルに戻りゆっくり休んで
下さい

Detail
青空が見える解放感のあるアウトドアで無
料ヨガを体験！屋外で行われるヨガは屋内
とは違う新しい感覚で楽しめます♡
健康への意識が高いニューヨーカーに人気
なのが、サラダ専門店。オーダーメイドの
サラダを購入し、ニューヨーカーのように
公園でみんなで美味しく堪能しましょう！
ニューヨーク近郊、近郊州などで取れる新
鮮な食品やフルーツ・色とりどりのお花が
たくさんで見ているだけでもワクワク！手
作りのハチミツやソープなど、ガイドブッ
クには載ってないオリジナル商品もたくさ
んあるから、プレゼントにもオススメ♡
ニューヨークで大人気のブロードライ専門
店にて、パーティーの前にゴージャスヘア
に!!かわいいより、セクシーが好まれるア
メリカで、セクシーに変身しましょう！
人気【NY＊おもてなし料理家・ライフスタ
イルブランディングのひでこコルトンさ
ん】この機会に、ニューヨーク流パーティ
ー流儀を学びましょう 	
 
ニューヨークならではのおしゃれな空間
で、すっかりニューヨーカーになりきっ
て、気分 UP でパーティーを楽しみます！
ワークライフスタイリストとして、女性の
新しい「働き方・生き方(＝ワークライフ
スタイル)」を提案し、大活躍の宮本佳実
さんとのコラボトークショーを開催。今回
は、パートナーシップを大事する働き方に
ついて、いろいろな角度からトークしてい
きますよ〜！	
 
	
 
「こんな生き方もあるんだー!」とあなた
の古い枠がベリベリと剥がれるかも。
ローカルのお客様でにぎわう使い勝手の良
いビストロで、軽い食事を楽しみながらイ
ベント盛りだくさんだった 1 日を振り返り
ながらディナーを楽しみましょう！
ツアーは一旦ここまでですが、明日もニュ
ーヨークを 1 日で丸ごと楽しめるオリジナ
ルツアーを企画しているので、よかったら
参加して下さい♡ツアー参加者の方は追加
料金なしで参加が可能です。

  

Day 3(June 11th /Sun)-TRAVEL ITINERARY **こちらは任意参加**
Time
01:30 PM

Location
Neighbors Café
1 Hotel Brooklyn Bridge
60 Furman St, Brooklyn,
NY 11201

Event
ブルックリン地区にオープン
したホテルでランチ	
 
*ランチ代は直接ヒロコさんに
キャッシュ(ドル)でお渡しく
ださい

03:00 PM

Brooklyn

当日までのお楽しみ

06:30 PM
07:00 PM

TBD

移動
ブロードウェイ・ミュージカ
ル鑑賞	
 

09:30 PM

Joe's Shanghai

10:30 PM

Dim Sum Dinner
*ディナー代は直接ヒロコさん
にキャッシュ(ドル)でお渡し
ください。

3 日目間のツアーお疲れ様で
した。このツアーで人生の大
きなトビラを開き、新しい一
歩を踏み出せてますように 	
 

Detail
トリップアドバイザーの 2017 年	
 ブルック
リンで絶対泊まりたいホテル 10 選に選ば
れているホテル内のカフェにて遅めのラン
チ。環境にやさしく持続可能なホテルを目
指す新ブランドのホテルで、ラグジュアリ
ーな雰囲気を味わいましょう♡
もっとも注目される地区 “ブルックリン”
の魅力に迫ります。内容は当日までのお楽
しみ♡インスタグラマーに人気の場所で、
写真撮影も行う予定なので、オシャレして
参加して下さいね！
華やかなストーリー&ダイナミックなダン
スが自慢の人気ミュージカル「シカゴ」を
ニューヨークで鑑賞！英語が苦手な方でも
楽しめるミュージカルです♪	
 
最後のディナーは皆さんもそろそろアジア
の御飯が恋しいころだと思うので(笑)、世
界的にも有名なチャイナタウンの有名中華
でディナー！ニューヨークにはたくさんの
アジアからの移民が住んでいて、今までと
は違ったディープなニューヨークが見れま
す。

Best New York City Travel Forum & Travel Answers
No.1

JFK 空港からマンハッタンへの行き方	
 
おすすめは Uber か Lfyt での移動です。JFK 空港からマンハッタンに向か
う時のみ$35 の固定料金なので、タクシーのように追加料金を取られる心
配もなし Uber と Lfyt の詳細については次のページで確認ください。

No.2

一人旅にお手頃なマンハッタンのホテル	
 
*値段は 3/30(木)現在の Booking.com にて調べたレートになり、為替の状
況にて前後します。
*別: 税金 14.75 % , １泊につき US$3.50 の市税が追加されます。

・ヒルトン ガーデン イン ウエスト 35th ストリート
ペンシルベニア駅から 2 ブロック以内、エンパイア・ステート・ビルディ
ングから徒歩 5 分。部屋が広く、ベッドも大きい作りで快適。エレベータ
ーは部屋のカードキーを入れないと反応しないなど、セキュリティ面で安
心。無料の wifi 提供あり。
6/8(木)-6/12(月)までの 1 名-4 泊：106,149 円

・クラブ クォーターズ ホテル グランド セントラル
グランド・セントラル駅、ロックフェラー・センターまで 600m、地下鉄
グランドセントラル/42 丁目駅まで徒歩わずか、セントラルパークまで地
下駅で 2 駅。部屋の作りが広め。無料の wifi あり。
6/8(木)-6/12(月)までの 1 名-4 泊：109,481 円

・ハンプトン イン マンハッタン チェルシー
地下鉄 23rd Street 駅や鉄道駅から徒歩わずか 2 分の立地は、近くにカフ
ェも多く、マンハッタン上にも下にもアクセスが◎
無料の wifi の他、コーヒー・紅茶・朝食のサービスも無料。部屋はやや狭
めだが一人なら問題ない大きさ。
6/8(木)-6/12(月)までの 1 名-4 泊：108,370 円

・コートヤード バイ マリオット ニューヨーク マンハッタン
チェルシー
ペンシルベニア駅から徒歩 5 分、無料 Wi-Fi、荷物預かりを提供。
マンハッタン上にも下にもアクセスが良く、周りには朝食をとれるカフェ
が多数。バスタブ付の部屋の用意あり。
6/8(木)-6/12(月)までの 1 名-4 泊：108,148 円

No.3

ホテルで役立つ簡単英会話	
 
・I'd like to check in please. My name is XXX
	
  チェックインをお願いします。名前は XXX です。
・Can I ask you to bring my baggage to my room?
荷物を部屋に運んで頂けますか？(この時$1-2 のチップを渡して下さい)
・Can I leave my baggage at your hotel?
	
  荷物を預かって頂けますか？(この時$1-2 のチップを渡して下さい)
・Could you tell me your WiFi password?
	
  Wifi のパスワードを教えてもらえますか？

What to bring for a trip to NYC??
List
グローバル wifi
1

ニューヨークの街中や、空港から Uber か Lyft の移動、他の方たち
と連絡を取る際、現地で使える wifi が必要になるので下記のリン
クより予約をお願いします。(空港で受け取り可能です！)
4G LTE 大容量を 1 週間のレンタルで約 5,400 円となります。
https://townwifi.com/

List

2

Uber
スマホアプリでタクシーを呼べるサービス	
 
事前にスマホからダウンロードをお願いします。	
 
ニューヨークでのタクシー移動はほぼ Uber か Lyft を利用となりま
す。クーポンコードを使用して頂くと、初回$15 オフです♡
クーポンコード：ubermadoka415	
 

List

3

Lyft
スマホアプリでタクシーを呼べるサービス	
 
事前にスマホからダウンロードをお願いします。	
 
ニューヨークでのタクシー移動はほぼ Uber か Lyft を利用となりま
す。クーポンコードを使用して頂くと、初回、2 回目が、$5 オフ
(合計$15)です ♡クーポンコード：MADOKA88647

About me- Hiroko Grace
23 歳で渡米、28 歳の時に NY にてマリッジプロデューサーとして起業。	
 
2008 年 M&A 後帰国。約 20 年にわたる結婚したい男女 8,000 人以上のカウン
セリングで培った経験を生かして、独自のメソッド＆カリキュラム「ウーマ
ン魅力学®」を開発し、2009 年東京にてパートナーシップアカデミーを設
立。現在は「ウーマン魅力学®」を通し、女性の結婚観や仕事観を見直し
“本当の幸せな人生・生き方”を自ら見つけるために様々な角度からコーチ
ングを行う。その人柄やカリスマ性に、幅広い年齢層の女性から支持を集め
る。	
 

About me-Madoka Yamagisi
神戸生まれ、長野育ち、現在は東京在住。	
 
28 歳の時に会社員を辞め、単身でカリフォルニア州サンディエゴ・ロサンゼ
ルスへ語学、インターン留学。帰国後は外資系企業に 3 年勤務。
ニューヨークへの渡航歴は約 10 回。現地では友人・知人の紹介でレストラ
ンや最新スポットを常に視察し最新情報を入手。
趣味はワークアウト、ヨガ、ビーチでリラックス、海外旅行、食べ歩き
2015 年 3 月ヒロコさんの講座を受けた事をきっかけに交流がスタート
Photo source: http://favim.com/, https://www.coltonsnewyork.com/, http://www.woman-m.com/,
http://www.editionhotels.com/new-york/restaurants-and-bars/   (注)写真は全てイメージになります。	
 
	
 

