
「サッカー」という架け橋を使って日本の女子サッカーと世界の女子サッカーを結ぶことを目標に掲げ、 
日本女子サッカー界の首領、みーみこと小林美由紀と、アメリカ・マントホリヨーク大学サッカー部監
督の羽石架苗が 2002年に始めたプロジェクトです。 
海外女子サッカーツアーは、小林が 1993 年から毎年行っており、羽石が加わり、アメリカの大学への
サッカー留学もサポートするようになりました。 
過去 15 年間で留学した女子サッカー選手は 50 名以上、ツアーに参加したのは５００名近くになりま
す。今では、以前ツアーに参加した教え子も参加したり、留学から帰国したブリッジファミリーが、交
際舞台やサッカーを始めとしたスポーツ組織で活躍しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブリッジとは 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
参加者 

募集中 

  



マサチューセッツ アメリカ最古の名門女子大学、マウントホリヨーク大学の日本語や体育のサッカーの授業に参加したり、 
アメリカの女子スポーツの話を聞いたり、全国レベルのアメリカの大学との試合、交流会なども行います。 
 

ニューヨーク   アメリカといえばニューヨーク！試合の合間に、買い物はもちろん、自由の女神や９１１メモリアル、 
エンパイアステートビルディングの夜景を楽しんだり、眠らない街を堪能できます。 

   
 

●スケジュールは、2018 年 12 月時点での予定です。現地状況等により、試合の対戦相手やスケジュールが変更する可能性がありま
す  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プログラム DAYS 
 

「サッカーは世界のことば」を実感しよう！ 

2011FIFA 女子ワールドカップでのなでしこジャパンの優勝は、日本のスポーツ界のみならず、世界の女子サッカ

ー界に衝撃をもたらしました。しかし、まだまだ日本では女子サッカーはマイナースポーツ。200 万人とも言われ

る女子がプレーしているアメリカの比にもなりません。女子サッカー大国アメリカで、その環境をこの目で見て、 

身体のあたりを身をもって感じてみませんか？  

サッカーが大好き！ 外国人と友達になりたい！ アメリカで自分を試してみたい！ 

そんな、あなた！！ブリッジツアーに参加しませんか？ 

サッカーのレベルは関係ありません！ 大切なのは、思いのレベル！  

アメリカへの一歩を踏み出したら、あなたはなんでもできる!           ブリッジ代表 小林美由紀 

小林美由紀(こばやしみゆき) 
1986 年に筑波大学に女子サッカー部を創部後、語学取得のため渡米。アメ
リカの女子サッカー人気に刺激を受け帰国後、関東女子サッカーリーグ、全
日本女子サッカー連盟、茨城県女子サッカーリーグを創設。日興証券ドリー
ムレディース通訳、1999 年女子ワールドカップ USA 通訳ボランティア、
2002 年日韓ワールドカップでは鹿島会場で FIFA セキュリティ部長付け通
訳。2003 年 JFA 女子プロジェクトを立ち上げ、インストラクターとして日
本各地を回り、草の根での女子サッカー発展に大いに貢献。 
帰国直後の 1993年、選手達に女子サッカー王国アメリカの環境を見て欲し
いという強い思いから、毎年海外女子サッカー 
ツアーを実施。2002年羽石架苗と『ブリッジ』 
を立ち上げる。サッカーを介した国際交流を 
通じて視野の広い人物の育成、女性リーダーの 
要請を目指している。 
ジェフユナイテッドレディース統括マネージャー 
早稲田大学非常勤講師 
筑波大学女子サッカー部アドバイザー 
日本サッカー協会女子委員会委員 
日本サッカー協会公認Ｂ級コーチ。 
47FAインストラクター 

羽石架苗(はねいしかなえ) 

ジェフユナイテッドレディースでプレーし、順天堂大学３年次の 2000年、
国際会議に自ら出向きサッカーで奨学金を得て、アメリカ留学を実現。
2002年 に Christian Brothers Universityで全米大学優勝し最優秀ディフ
ェンダー賞を受賞。2003年にユニバーシアード日本代表に選抜され、銀メ
ダルに貢献。順天堂大学卒業後、メンフィス大学で運動生理学、スミス大学
でコーチ方法学の２つの修士号を取得。ニューヨークのセミプロチーム・ニ
ューヨークマジックで８年間選手としてプレー。メンフィス大学アシスタン
トコーチを経て、2007年アメリカで初のアジア系女性のサッカーフルタイ
ムコーチとして、最古の名門女子大学マウントホリヨーク大学サッカー部監
督に就任。2011年、NSCAAのナショナルコーチング 
ディプロマを取得。監督業の傍ら、2014年マサチュー 
セッツ大学アマースト校でスポーツ教育学/コーチ学の 
博士号取得。その数週間後長男 Kojiを出産。2016年 
4月、長女 Niko、2018年４月次女 Soraが生まれ、 
念願の３人の子持ちとなるが、そのエネルギーと活躍 
ぶりは、衰えることはない。 
マウントホリヨーク大学サッカー部監督 
インドネシア女性スポーツ＆コソボ共和国 
女子サッカープログラム活動 

★8 日目/3 月 9 日（土） 

ハーフストラ大学と試合 

NY マジックリザーブと試合 

★10 日目/3 月 11 日（月） 

ニューヨークで買い物！ 

ニューヨーク観光！ 

NBA 観戦！              

★1 日目/３月２日（土） 

現地プログラム開始！ 

現地日本語補修校サッカー交流会 

(授業アシスタント＆午後アクティ

ブティー） 

★3 日目/3 月 4 日（月） 

日本語の授業に参加 

MHC ｱｽﾚﾁｯｸﾃﾞｨﾚｸﾀｰ講演 

アメリカンインターナショナル大

学と試合 

★2 日目/3 月 3 日（日） 

サウザン ニューハンプシャー大学 

と試合 

マントホリヨーク大学サッカー部

と交流会 

 
★4 日目/3 月 5 日（火） 

日本語の授業に参加 

ブラウン大学と試合 

★6 日目/3 月 7 日（木） 

日本語の授業に参加 

セントラルコネチカット大学 

と試合 

★5 日目/3 月 6 日（水） 

日本語の授業に参加 

マサチューセッツ大学アマースト

校と試合 

ﾏｳﾝﾄﾎﾘﾖｰｸ大学日本人学生と交流会 

 

★9 日目/3 月 10 日（日） 

フォーダム大学と試合 

ブロードウェイミュージカル 

★7 日目/3 月 8 日（金） 

ニューヨークへ移動 

 

★1２日目/3 月 13 日（水） 

日本帰国日 

★１１日目/3 月１２日（火） 

ニューヨーク・ジョン F ケネディ空

港にて、現地プログラム終了！              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

「USA遠征 女子サッカー体験プログラム」にご参加される場合、下記２つの手続きが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加費用 150,000円 
支払先︓ブリッジ指定口座へのお振込み 
＊分割支払いを希望される場合は、ブリッジへご相談ください 

銀 行 名   三菱東京 UFJ銀行 本店 
口座情報   普通  0711195 
口座名義   ブリッジ 代表 小林美由紀  

*振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 

 

各自で準備してください（基本は現地集合解散です） 
ブリッジ・スタッフと同便で渡米できる航空座席を一定数準備していますので 
この座席を予約していただく事をお勧めします。 
費用 98,000円+燃油サーチャージ、空港諸税+発券手数料(約 43,770円) 
支払先︓㈱日放ツーリスト 指定口座へのお振込み 
＊お申込後、航空券請求書が送付されます 

 

現地プログラム申込み 

 

航空券予約・申込み 



 
 

第 26回 USA遠征 女子サッカー体験プログラム Massachusetts & New York 10Days 

現地プログラム 参加要項 

プログラム名︓ 第 26回 USA遠征 女子サッカー体験プログラム Massachusetts & New York 11Days 

期    間︓ 2019年 3月 01日（金）～ 3月 12日（火） 11日間 （日本出発 3/1、帰国 3/13 となります。） 

場    所︓ アメリカ合衆国 マサチューセッツ マントホリヨーク大学 及び ニューヨークシティ 

滞 在 先 ︓ マサチューセッツ︓マントホリヨーク大学・ウイリッツ・ハロウエル・ホテル  ニューヨーク︓ホテルセントジェームス 
 
参加費用 ︓ 150,000円 
 
参加費用に含むもの︓ 
USA 遠征 女子サッカー体験プログラム参加費用（親善試合 7 回、交流会 1 回、宿泊費 11 泊、マサチューセッツ～ニューヨ
ーク間移動費、ユニフォーム一式（上下、ソックス）、ブリッジスタッフ費用）*朝食はマサチューセッツ滞在時のみついています。 
 
参加費用に含まないもの︓ 
現地までの交通費、食費、ニューヨーク内での移動費、オプションプログラム(自由の女神、エンパイアステートビル入場料など)、 
海外旅行保険、その他個人的費用 
ニューヨーク市内 地下鉄・バス 7日間乗り放題パス費用（US$29-）は現地集金の上、お渡しいたします。 
参加条件︓ 

年齢（高校生以上）、女性、サッカー選手（レベルは問わない）ほか条件記載、海外旅行保険に必ず加入のこと 
 
注意事項︓ 

旅程および現地で負った怪我や病気につきましては、海外旅行保険の範囲以上の補償は致しませんので予めご了承ください。 
 
現地までの移動（国際線航空券）︓ 

ブリッジでは「アメリカ女子サッカー体験プログラム」参加者向けの国際航空券を一定枠で準備しています。 

航空券のご購入は㈱日放ツーリストへ委託していますので、各自でお申し込みください。 
 
取消について︓ 
「USA遠征 女子サッカー体験プログラム」の申込後に参加を取りやめる場合は、速やかに受付業務委託先である 
㈱日放ツーリストに申し出てください。 
 
     1月 30日（水）までの申出の場合      無料（全額返金となります） 
     1月 31日（木）～ 2月 25日（月）間の申出の場合   30,000円 の取消料をいただきます。 
     2月 26日（火）～ 2月 27日（水）間の申出の場合   65,000円 の取消料をいただきます。 
     2月 28日（木）または無連絡不参加の場合        140,000円 の全額をいただきます。 
 
 
プログラム主催︓ 
ブリッジ代表  小林美由紀  連絡先 電話︓090-8462-6072   E-Mail︓miyukick@aol.com 
 
「USA遠征女子サッカー体験プログラム」に関するご質問はお気軽にお問い合わせください 
＊電話に出られないことが多いため、極力、メールでのご連絡をお願いいたします。 
ウェブサイト︓http://www.girlsoccer-bridge.com   Facebook: https://www.facebook.com/bridgesoccer 

 
現地プログラム申込み 



 

国際航空券の準備 と 渡航手続き について 

㈱日放ツーリストでは、「第 25回 USA遠征 女子サッカー体験プログラム Massachusetts & New York 10Days」 
にご参加される方向けの国際航空便を下記内容にて一定数ご用意をいたしました。 
ブリッジ代表の小林美由紀女史と同じスケジュールとなり、同便での移動手配をお勧めしております。 
航空券手配については、弊社と手配旅行契約を締結していただきます。 
 
ブリッジが推奨する国際航空券のスケジュール  ＊ブリッジ 小林美由紀女史は下記スケジュール便で予約をしています。 
【往路】 
3月 01日（金）デルタ航空 0120便  羽田空港 16:25発 ⇒ 12:37着 ミネアポリス国際空港 
3月 01日（金）デルタ航空 3836便  ミネアポリス国際空港 15:15発 ⇒ 19:06着 ブラッドレー国際空港 
【復路】 
3月 12日（月）デルタ航空 3433便  ニューヨーク JFK空港 09:40発 ⇒ 11:40着 デトロイト・メトロポリタン国際空港 
3月12日（月）デルタ航空0275便  デトロイト・メトロポリタン国際空港13:21発 ⇒ 15:30着 成田空港(3/13着） 
 
航空券代金︓ 98,000円+諸費用(約 43,770円) 
（諸費用について︓空港諸税・燃油サーチャージ 約 38,370円 及び 発券手数料 5,400円は別途必要です 
  燃油サーチャージ 28,000円、成田空港施設使用料 2,570円、米国空港諸税約 7,800円の合算額 38,370円は 2018年 12月現在の実績です。 
航空券発券時の実費にてご請求となりますのでご了承ください。 

申込一次締切日 2018年 01月 18日（金）まで 

二次締切日 2018年 01月 30日（水）まで   ＊１次締切日以降の手配では航空券代金がかわる可能性があります。 

申込後の変更・取消について 

1月 30日（水）までの変更取消は無料でお受けいたします。 
1月 31日（木）以降の変更・取消の場合、取消料 32,400円及び手数料 5,400円の合算額をご請求申し上げます。 
無連絡でご利用にならなかった場合は全額費用をいただきます。 

渡航手続きについて 

「USA遠征 女子サッカー体験プログラム」はアメリカ合衆国（米国）で実施されるため、米国入国に必要な渡航手続き 
を事前にお済ませいただくようお願いいたします。  
 
     【米国入国のための条件】 
     旅券（パスポート）  日本帰国日まで有効であること。となっていますが、有効期限に 3 か月程度の余裕を 

持った旅券を準備してください。 
       査証（ビザ）  日本の旅券を持っている場合は必要ありませんが、ESTA（電子渡航認証）を事前に 

申請し、承認を取っておく必要があります。 

【「USA遠征 女子サッカー体験プログラム」参加申込受付 及び 航空券取扱旅行会社】 
株式会社日放ツーリスト （観光庁長官登録旅行業第 665号 ・ 社）日本旅行業協会正会員 ） 

〒150-0047 東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ビル 

電話: 03-3481-7666 FAX: 03-3481-7664  E-Mail:  k-tsuihiji@nippo-tourist.co.jp 

担当︓對比地（ついひじ）・ 石井 （総合旅行業務取扱管理者 矢沢奈津）  

受付時間︓土・日・祝祭日を除く平日  9:30～18:15  

 

航空券予約・申込み 



第 26回 USA遠征 女子サッカー体験プログラム Massachusetts & New York 11Days 

申 込 手 順 

STEP.1 

申込書提出 
(株)日放ツーリストのホームページより、申込をお願いします。 

日放ツーリスト ブリッジ女子サッカー 検索 または QR コードにアクセス      
必要事項を入力の上、お申込ください。 
また、以下の期日までに郵送・FAX・メールのいずれかにて、パスポートのコピーをご送付下さい。 
 
【株式会社日放ツーリスト】  

〒150-0047 東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ビル    担当︓對比地（ついひじ）・ 石井 

電話: 03-3481-7666 FAX: 03-3481-7664  E-Mail:  k-tsuihiji@nippo-tourist.co.jp 
申込書１次締切日 2018年 01月 18日（金）必着 ／２次締切日 2018年１月３０日（水）必着 

STEP.2 

参加費支払 
「USA遠征 女子サッカー体験プログラム」参加費用をブリッジの指定する銀行口座にお支払いください。 
＊一括のお支払いが困難な場合は、ブリッジの分割払いプラン（月 1万円～）も利用可能です。 
ご希望の方はブリッジの小林美由紀まで直接お問い合わせください。 頭金 50,000円を引いた残金の分割支払となります。 
「USA遠征 女子サッカー体験プログラム」費用は下記口座へお振込にてお支払いください。 
 
                    銀 行 名   三菱東京 UFJ銀行 本店 
               口座情報   普通  0711195 
                    口座名義   ブリッジ 代表 小林美由紀  

*振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 

STEP.3 

国際航空券準備 
アメリカまでの交通手段（国際航空券）は別途、各自で準備してください。 

ブリッジでは「アメリカ女子サッカー体験プログラム」参加者向けの国際航空券を一定枠で準備しています。 

航空券のご購入は㈱日放ツーリストへ委託していますので、各自でお申し込みください。 

STEP.4 

渡航手続き準備 
「USA遠征 女子サッカー体験プログラム」はアメリカ合衆国（米国）で実施されるため、米国入国に必要な渡航手続き 
を事前にお済ませいただくようお願いいたします。ブリッジでは入国に関する一切の責任を負いかねます。 
詳しい情報は、受付業務委託先である㈱日放ツーリストへお問い合わせください。 
 

STEP.1～4 までの手続きで出発準備完了︕です。      



ご旅行「参加申込書」の個人情報の取扱いについて 
 

株式会社日放ツーリスト（以下「当社」といいます）は、お客様の個人情報の保護に努めております。この個人情報の取り扱いは、お客様のご依頼される  
旅行（渡航）に必要な手続きを行うためにご提出いただきました「ご旅行参加申込書」（以下「申込書」といいます）に、ご記入された個人情報の利用目的、  
管理、運用について規定するものです。なお、「申込書」にご記入・入力され、ご提出されることで以下に明記される内容に同意されたものとさせていただきます。  
           
1．個人情報の利用目的           
当社は、ご旅行の際に提供いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申し込みいただいた  
旅行に係わる運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスを受けるための手続き、並びにクレジットカードを使用した精算手続き  
（アクワイアラー︓加盟店契約会社に提供）に必要な範囲内で利用させていただきます。       
           
・その他として、当社は以下の場合についてもお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。      
(1)当社及び当社と提携する企業の商品やキャンペーン等に関するご案内        
(2)各種問い合わせ及び資料請求等に関する諸対応         
(3)アンケートのお願いやキャンペーン等の当選・採用の通知、  または商品の提供等に関わる諸対応      
(4)統計資料の作成           
(5)当社は保険代理店業を営んでおり、当該業務遂行に必要な範囲で  お客様の個人情報を利用させていただきます。   
      
2．個人情報の第三者への提供           
当社は、お客様より取得させていただいた個人情報を適切に管理し、あらかじめ、お客様の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。   
              
ただし、以下に示す事項に該当する場合は除きます。             
１）法令に基づく場合              
２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき        
３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき     
４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事業を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、   
    本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき      
    
当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。    
この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、予め電子的方法等で送信することによって提供いたします。   
なお、当社は、お申し込み頂いた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任を履行するため  
の範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社及び手配代行業者に対し、お客様の氏名、性別、住所、電話番号、旅券番号等必要と判断する情報を 
電子的方法で提供する場合があります。            
これらの個人情報の提供が不都合な場合や事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、提供を停止いたしますので、当社の「個人情報 
お問い合わせ窓口」までお申し出ください。          
           
3．個人情報の取得・利用           
当社は、お客様の個人情報を取得・利用する場合は、以下の取り扱いをさせていただきます。       
（１）取得目的・利用範囲をお申込書、パンフレット等に明示し、同意を得ます。        
（２）お客様の同意がない限り、取得目的以外の利用はいたしません。         
（３）委託、第三者提供する場合は、あらかじめその旨を明示し、同意を得ます。        
（４）お客様が未成年者の場合は親権者の同意を得ます。        
           
4．個人情報の委託           
当社は、上記 1．に記載された利用目的の達成のために当社の保有する個人情報の一部又は全部を委託する場合があります。    
その場合は、委託する個人情報の安全が図られるよう、十分な個人情報の保護水準を満たす者を選定し、かつ、適切な管理・監督を行います。  
            
5．個人情報に関するお問い合わせ、開示、訂正、削除について        
当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除（消去）、利用の停止または第三者への提供の停止をご希望される方は、  
必要な手続きについてご案内させていただきますので、下記の「個人情報お問い合わせ窓口」までお申し出ください。    
       
【個人情報お問い合わせ窓口】           
株式会社 日放ツーリスト           
〒150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４ 第三共同ビル        
TEL︓03-3481-7666   E-mail︓honsha@nippo-tourist.co.jp           
受付時間︓月～金 9︓30～18︓00（ただし、12︓00～13︓00は除く）     土・日・祝祭日及び年末年始は休業     
※︓開示、削除のお申し出は上記の窓口への郵送に限らせていただきます。        
○個人データの内容の訂正、利用の停止、第三者への提供の停止ご旅行をお申し込みただいた店舗、又は当社営業担当者までお申し出ください。    
           
6．個人情報が漏えいした場合           
当社の個人情報が万一漏えい等の問題が生じた場合には、直ちにお客様にご連絡します。必要に応じ当社のシステムを一時停止する措置をとり、   
速やかにホームページ等で事実関係等を公表させていただきます。        
           
7．クッキーの使用について           
当社のウェブサイトの機能向上又はサービス向上及びセキュリティーを確保するために、「クッキー」を使用することがあります。       
※クッキー︓ウェブサイトがお客様のＰＣのウェブサイトに情報を保存し、あとで取り出すことができる機能です。当サイトにアクセスするお客様に適切な情報提供を 
行うためや、不正アクセスを防止し、お客様のセキュリティーを確保することを目的としております。お客様のご連絡先が判明するような情報は含まれておりません。  
           
8．クレジットカード情報を含む個人情報の取り扱い         
（１）利用目的︓ お申し込み頂いた旅行に係わる運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスを受けるために必要な範囲で利用 

させていただきます。   
（２）取得者名︓ 株式会社 日放ツーリスト           
（３）提供先︓   航空会社等の運送機関、ホテル等の宿泊機関及びアクワイアラー（加盟店契約会社）      
（４）保存期間︓ 提供先との精算終了後、原則３ヵ月        

ただし、提供先が航空会社の場合は、航空券の有効期限満了後 1年１ヵ月 （払い戻し申請可能期間）    
        株式会社日放ツーリスト   個人情報保護管理者︓ 梅村 憲 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


