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FRENCH FASHION PROGRAM 2023

2023/2/11 Sat. 〜 2/27 Mon.

3

パリ短期留学でのファッションビジネス授業
◇ 期間︓2023年2⽉11⽇（⼟）〜27⽇（⽉）15泊17⽇

◇ パリのファッションビジネススクール 《モダール インターナショナル学院》 集中講座

◇ ラグジュアリーブランドに特化したブランドマネージメント全般の講義

◇ 授業はビジュアル中⼼に英語で⾏われます

◇ ブランドビジネスの最先端で活躍中のプロフェッショナルが講師として授業を担当

◇ 座学と課外研修の組み合わせ ＋ フリータイムを利⽤した⾃由研究

明治⼤学 商学部
特別テーマ海外研修科⽬

フレンチファッション・プログラム
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【費⽤】 授業料・教材費・技術費 合計 675,000円程度 （予価）

【講義内容】 次ページを参照

【期間】 2023年2⽉11⽇（⼟）〜2⽉27⽇（⽉）

【参加資格】 ⾼校卒業程度の英語⼒

ファッションやブランドへの興味・関⼼のある⼤学⽣

【研修場所】 フランス パリ市内 ＊ ⽇本での事前学習３回・事後報告１回

【引率】 ⽇本⼈講師が出発（⽇本）から同⾏

明治⼤学 商学部
特別テーマ海外研修科⽬

フレンチファッション・プログラム
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Day AM PM

⽉ ラグジュアリーブランドとは︖ パリの最新モードスポット

⽕ ブランドとアートのコラボ 仏ファッション業界のSDGs 授業

⽔ ブランドのアトリエ⾒学 ⾼級宝飾での店内研修

⽊ VMD 授業
（ビジュアルマーチャンダイジング） VMD ブランドショップでの検証

⾦ ルイ・ヴィトン財団美術館 フランスの宝飾・時計産業 授業

⼟ ヴェルサイユ宮殿 ⾒学 ⾃由⾏動

⽉ ラグジュアリーの法則 パリの最新モードスポット 課外研修

⽕ イヴ・サンローラン美術館 次世代デザイナー 授業

⽔ オートクチュール 授業 ファッション雑誌の歴史 授業

⽊ フランスの⾹⽔産業 ⾹⽔ミュージアム ⾒学

⾦ 学⽣プレゼンテーション レセプション ⇒ ⾃由⾏動

授業テーマ（パリ）
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《ラグジュアリーブランドとは》
世界のラグジュアリー市場での主要ブランドのシェアや、出店
概況、国際化の歴史と現在のビジネス規模、将来の展望。

《次世代デザイナー》
⽼舗ブランド復活をになう注⽬の新デザイナーや、セレブ御
⽤達の新ブランドなど、パリのなかでも最も新しい情報をビ
ジュアルや映像で解説。パリ、ミラノでの最新コレクション
（ファッションウィーク）で注⽬された新⼈デザイナーの紹介。

《ラグジュアリーブランドのVMD》
VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）の基本的な理論と、
⼀流ブランドのウインドウディスプレイの実例を紹介。

《世界のファッションウィーク》
パリ、ミラノ、ロンドン、ＮＹ各都市で⾏われる新作コレクショ
ンの発表会（ファッションウィーク）の影響⼒、ファッションショ
ウの制作、予算規模、プレスへの訴求⽅法など、具体例を
引⽤して解説。

《ラグジュアリーの法則》
ラグジュアリーブランドの定義からはじまり、ブランドの構築⽅
法、、歴史をもつ⽼舗ブランドのブランディング解析、広告コ
ミュニケーション戦略などを実例をあげてレクチャー。

《オートクチュール》
ファッション界の頂点に位置する、パリのオートクチュールとは
何か。歴史を学び本質を知ると同時に、将来に向けての展
望、新⼈有⼒デザイナーの動向、⽼舗ブランドのリブランディ
ングについて。

《フランスの⾹⽔産業》
パリの⾼級モードの歴史と切り離せないフレグランスについて
基礎から学ぶ。科学的な理論と、⼈間の感性が融合するフ
レグランス産業についてのレクチャーと同時に、実際の⾹りを
体験して、奥深さを知る。

＊授業内容と時間割は変更になる可能性があります。

授業内容

MODʻART INTERNATIONAL
モダール インターナショナル学院

Ø 2002年 パリで設⽴された⾼等専⾨学校 (Grande École)
Ø ラグジュアリーブランドに特化した教育
Ø 35%がフランス国外からの留学⽣
Ø ファッションビジネス科・デザイン科
Ø 現役でブランドビジネスに携わる

講師陣
Ø 明治⼤学提携校 単位互換

https://modart-paris.com/en/
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現地授業の⼀例
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HAUTE COUTURE ss21
harmony of tradition 

and 
innovation

• History of Haute couture
• Haute Couture_criterias
• Presentation of the permanent members
• Trends Report Haute Couture SS21
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VMD
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VMD
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Textile Innovation

Sylvie Martel

• Introduction: 
- Overview of key trends in fashion textile innovation :

From raw materials to finished products: 
Selection of exemples of innovative technologies and product application 
at each step of textile product development and life cycle.

• Innovative fibers and raw materials:
- New sustainable fibers
- Biosourced and new synthetic fibers
- Recycling process for a new approach of sustainability

• High tech structures
- How production process can bring creative solutions:  from weave, knit, 
unwoven and lace to 3D printing.

• The future of colours
- Digital Technologies changing print and dye  industry and products 

developments
- Natural and sustainable approach for finishing

• Smart textiles
- Connected and functional textiles for a smart and responsive fashion.
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明治⼤学 商学部
特別テーマ海外研修科⽬

フレンチファッション・プログラム

2023年
2⽉11⽇（⼟） ⽇本出発 JL045 10:55 JST

パリ到着 15:40 CET (-8h)
2⽉12⽇（⽇） ⾃由⾏動
2⽉13⽇（⽉）〜24⽇（⾦） パリ授業 （⼟⽇ 休み）

2⽉26⽇（⽇） パリ出発 JL04615:00 CET
2⽉27⽇（⽉） ⽇本着 14:45 JST
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旅⾏期間︓2022年2⽉11⽇（⼟）から2⽉27⽇（⽉） 《15泊17⽇》

⼈数︓ 20名 ※最少催⾏⼈数15名

費⽤︓ ⼀⼈あたり 567,000円(*1) ＋107,900円 (*2 サーチャージ等変動費⽤）

合計予価 674,900円

上記費⽤(*1) に含まれるもの
■ 授業料︓パリ・モダールインターナショナル学院での２週間の授業料

（講師、教材、展覧会、課外学習費を含む）
■ 渡航費︓ 航空運賃 （エコノミークラス）・パリ空港と宿泊ホテル間の送迎
■ 宿泊費 （2〜3名1室利⽤）
■ 往復および現地での引率教員同⾏・危機管理費（サポートデスク24h対応等）

費⽤(*2) 内訳
■空港施設使⽤料 ■国際観光旅客税 ■フランス⼊出国税 ■航空保険料 ■燃油特別付加運賃

渡航・宿泊情報
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前払い費⽤に含まれないもの
■ 任意の海外旅⾏傷害保険代 （明⼤⽣は別途案内）
■ 通学交通費（地下鉄・バス等）・ ⾃由⾏動費⽤
■ ⾷事代他、個⼈的な費⽤

（通学交通費参考）
交通系ICカード 1週間乗り放題パス "Pass Navigo Découverte"  
22.8€ × 2 weeks = 45.6€ (6,600円程度）
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宿泊施設︓ キッチン付のアパートメントホテル

Résidence Didot Montparnasse
94 Rue Didot, Paris, 75014, France
Téléphone +33 (0)1 53 90 38 00
https://didotmontparnasse.com/
Mail: reception@didotmontparnasse.com

最寄り駅 Metro 13  : Plaisance 駅 /    Bus 62 : Alésia-Didot 停留所

・ クッキングヒーター、電⼦レンジ、冷蔵庫、コーヒーメーカー、その他調理器具、⾷器
・ コインランドリー（有料）、wifi （無料）

※ 費⽤については、昨今の社会・経済動向により、原油価格の⾼騰、為替レートの変動が
激しいため予価としてお考えください。

渡航・宿泊情報
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2020年2⽉ 写真
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipPZnUo
DlLiphTnZnaNSo8pTenS-
gYXrWLsJEVAd9NcXdVr5RtZ2Mvwl4aa0eYXFDA?key
=bDdhMnVZWmNmY25nY205bG15NklMLV9JRWc3e
Fdn

2019年2⽉ 写真
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipOnrde
8SoB3SmYv8hzDMfwdRMatcwYBXdVl5ih-
_pWeponxR4U4FeZ9lmQXLt-
TFw?pageId=none&key=eFNkNHpSVGJaclNqVGF4T
mpyV2dZSUhxZERUeVNn

ModʼArt 紹介動画
https://youtu.be/jJlzQDrU-X0
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