
H A N D B O O K



1 

 



2 

 

  

11/3(木) 

13：00 韓国仁川空港集合 

14：15 宿舎到着 (ナヌハウス K-POP) 

15：00 韓国伝統衣装(チマチョゴリ)体験 

17：00 ダンストレーニング (VROAD DANCE SCHOOL) ～オーディションクラス～ 

19：30 夕食 (サムギョプサル) 

20：30 自由時間 (ホンデ) 

21：30 宿舎へ移動 

22：00 就寝 
 

11/4(金) 

08：30 朝食 

09：30 宿舎出発 

10：30 韓国芸術高校訪問&学生達と交流 ～韓国の友達づくり～ 

12：00 昼食 (韓国芸術高校の給食) 

13：00 ボーカルトレーニング 

15：30 SMTOWN coex artium 見学 ～自由時間あり～ 

18：00 夕食（トッポッキ） 

19：30 ダンストレーニング (DEF DANCE SCHOOL) ～K-POP ダンスクラス～ 

21：00 宿舎へ移動 

22：00 就寝 
 

11/5(土) 

08：30 朝食 

09：30 宿舎出発 

10：30 ソウル公演芸術高校訪問 

12：00 昼食（皆さんのアンケートで決めましょう！） 

14：00 ダンストレーニング (VROAD DANCE SCHOOL) ～K-POP ダンスクラス～ 

17：30 夕食 (タッカンマリ) 

18：30 自由時間 (ミョンドン) 

21：00 宿舎へ移動 

22：00 就寝 
 

11/6(日) 

08：00 朝食 

08：30 宿舎出発 

09：00 韓国語レッスン (ACOPIA SCHOOL) 

11：30 空港へ移動 

13：00 韓国仁川空港到着 

http://www.konest.com/contents/spot_mise_detail.html?id=8692
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★ 集合／空港送迎について ★ 

当日は仁川空港ゲートCに 13:00に集合してください。 

担当のソンイが ★K-POP CAMP★ WELCOMEボードを

持って、皆様をお待ちしております！ 

☞ 航空券を購入して頂いた方は、下のアドレス先に 

名前、航空便名、韓国への到着時間と帰国時の出発時

間を記入して送ってください。集合・解散のスケージュールを

チェックさせていただきます。 

☞ メールアドレス：acopia.club@gmail.com 

  

★ 食費／交通費について ★ 

ホームページに記載されている通り、今回のキャンプの費用に含まれております。 

〈食事〉 

朝食は宿泊先で簡単に食べられますし、お昼と夕食は美味しい韓国料理を食べます。😋 

〈交通〉 

交通費に関してはSuicaのようなチャージして使えるカード(T-MONEY)を一人１枚支給します。 

ツアー中はそれを使いますので、失くさないようご注意ください。 

☞ カードは初日に支給、最終日に返却していただきます。 

☞ 紛失した場合、カード代とその後の交通費は自己負担となります。 

★ ツアー中の個人的な飲食や買い物については各自負担です。 ★  

  

★ 服装について ★ 

ツアー行程２日目に「韓国芸術高校」、３日目「ソウル公演芸術高校」の訪問がありますが、日

本の学校見学のように制服で行く必要はございませんので、当日は私服でお越しください。 

  

★ WI-FIについて ★ 

WI-FIは宿泊先では自由にお使いになれますが、スケージュールの最中や移動時間、自由時間に

使いたい方は、各自ご持参ください。 

mailto:acopia.club@gmail.com
mailto:acopia.club@gmail.com
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下記に当日用意して頂きたい持ち物をリストアップ致しましたのでご参照ください。 

シャンプー、コンディショナー、ボディーシャンプー、歯磨き粉、石鹸、タオル、ドライヤーは、宿泊施設

に備え付けのものが用意されています。 

別途、各自で必要な物がございましたら、お持ちください。 

 

持ち物 備考 

私服 

３日分 

(11月上旬は比較的過ごしやすいですが朝晩は冷えこむので着脱が可能な服装をおすすめ

します。) 

下着 ３日分 

靴下 ３日分 

靴 
ツアー中は電車と徒歩での移動が基本となるため、ヒールなどは避けていただき歩きやすい

運動靴をおすすめします。 

雨具 ツアー中に雨が降ることも想定されるため、折りたたみ傘をご持参ださい。 

歯ブラシ  

パジャマ  

常備薬 服用しているものがあればお持ちください。 

パスポート 残存期間を必ずご確認ください。 

お小遣い お土産代、ツアー中の個人的な飲食代等… 

防寒着 
朝晩は冷え込みますし、日中も突然寒くなることがありますので、コート、ヒートテック、マフラ

ーなど体調を崩さないように各自ご準備ください。 

レッスン着 
ダンス・歌のレッス時に着る動きやすい服装／靴をご用意ください。 

(汗拭きタオルも) 

変換プラグ 

韓国の電源プラグ・コンセントは、C タイプ、SE タイプ、220V（ボルト）が一般的です。日

本の電気製品を使うには、変換プラグが必要です。※いくつかこちらで用意しておりますが、

数に限りがございますので、ご自身でお持ちの場合はご持参ください。 
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★ アクセス ★ 

NANU HOUSE K-POP, 463-22, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, Korea 

２号線～弘大入口(홍대입구)駅の 1 番出口から歩いて 7 分です。 

 

シャンプー、コンディショナー、ボディーシャンプー、歯磨き粉、石鹸、タオル、ドライヤーが備えられてい

ます。 WI-FIも自由に使えます。 
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1階 ウェルカムゾーン 

メディアウォールにはミュージックビデオが流されていて、

SMのアーティストたちが皆さんを出迎えてくれます。 

 

 

 

 

２階 SUM(セレブリティショップ) 

SMTOWNに所属するアーティスト

たちのグッズや、アーティストとブラン

ドがコラボレーションした商品など

様々なアイテムが置かれているライ

フスタイルショップです。アーティスト

のアルバム、コンサートグッズ、文房

具、ファッション雑貨、服、かばん、

お菓子など、品揃えが本当に豊

富です！アーティストのグッズだけでなく、外国人観光客向けに韓国の伝統的なお土産もあります。 

 

３階 SMTOWN STUDIO 

ミュージックビデオの撮影スタジオ

やヘアメイクルームをはじめ、レコー

ディングルーム、ボーカル＆ダンスト

レーニングルーム、ドレスルームまで

そろったSMTOWN STUDIO！！

ここでは本格的なアーティスト体

験プログラムを体験でき、歌手に

なった気分を味わえます。 
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４階 SUM CAFE/MARKET 

アーティストボトルに入ったエイ

ドや新しいアルバムのコンセプ

トやキャラクターを用いたデザー

トを味わえるカフェです。特に

人気なのはアーティストのロゴ

入りカップケーキ！また、アーテ

ィストのサインが入ったテーブル

やイスがあるので、ぜひ好きな

アーティストのサインを探して座

ってみてください。2階のSUMにある一部商品をここでも買うことができます。 

 

 

5-6階 SMTOWNシアター  

SMアーティストたちが出演す

るホログラムコンテンツの上

映館になっています。５階

にはスターたちのハンドプリン

ティングギャラリーのほか、好

きなアーティストと一緒に写

真をとることができるプリクラ

や、手相による相性占いが

できます。6階にはアーティス

トたちのフィギュア販売と、自分とアーティストのカップルフィギュアをつくってもらえるショップ「3Dプリン

ティング」があり、上映前に空き時間がある人もホログラムを見ない人も楽しむことができる空間で

す。 
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★ 韓国伝統衣装(チマチョゴリ)体験 ☞ 고관(古館) 弘大店 ★ 

고관(古館)は1963年に韓服専門店としてスタートし、弘大はもちろん仁寺洞や明洞で観光客に

人気のチマチョゴリを試着できるフォトスタジオです。ここでは400着以上ある衣装から自分が好き

なものを実際に見ながら選ぶことができ、朝鮮時代の髪型や韓国風メイクをしてもらえます。２つ

の個別スタジオがあるので他人の目を気にせずに撮影することができ、専門のカメラマンが撮影して

くれるので本格的な写真を撮ってもらえます。また、６カ所のセルフ撮影スタジオも用意されており、

写真が出来上がるまで友達とたくさん写真を撮ることもできますよ！ 
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★ 韓国芸術高校 ★ 

「韓国芸術高校」は1980年に開校し、1999年に芸術高校として始まりました。防弾少年団のテヒ

ョン、ジミン、TEENTOPのエルジョー、SISTARのソユ、A-PINKのボミ、2AMのチョ・グォン、4MINUTE

のヒョナ、2PMのチャンソン をはじめとする様々なアイドルの出身校として有名です。 

 

 

★ ソウル公演芸術高校 ★ 

「ソウル公演芸術高校」は学校法人専門性学園として1966年に開校し、2008年にソウル公演芸

術高等学校設立認可を受け、始まりました。Miss A のスジや、EXOのカイを始めとする様々なア

イドルの出身校として有名です。ここに留学できるのはコリアプラザひろばを通してのみです！ 
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★ VROAD DANCE SCHOOL ★ 

VROAD DANCE SCHOOLは、トータルダンス専門のスクールで、放送ダンスやストリートダンスなど

の講座を基盤に、個人や団体向けレッスン、ダンスイベント、動画講座などのトータルダンス事業を

進めています。VROAD DANCE SCHOOLならではの特徴としては、非公開オーディション、歌手の

バッグアップなど、受講生のときから国内や海外のエンターテインメントと連携するので、様々な舞

台を経験することが出来ます。また、10年以上の経歴を持っている優秀な講師たちが集まり、初

心者から経歴者まで全ての人が満足できるカリキュラムを構築しています。  

  

  

★ DEF DANCE SCHOOL ★ 

DEF DANCE SCHOOLは、一般人を対象にした基礎のダンスのトレーニングを基盤に、国内の放送局（SBS, 

KBS, MBCなど）プログラムの出演者の専属トレーニングや映画俳優のトレーニングなどを現在も活発に行ってい

ます。また、国内で有名なアイドルはもちろん、海外の有名な歌手たちのダンスやボーカルのトレーニングも専門的

に行われています。
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★ 11/4 & 11/6 同行 ★ 

名前｜塚本 愛加 

出身｜福島県 

学校｜慶煕大学交換留学中 

好きなK-POPアイドル｜EXO, SHINee  

 

はじめまして！２日目と最終日に同行させてい

ただく塚本愛加です。 

K-POPキャンプが充実したものになるようお手伝

いさせていただきます。実際、私もK-POPが好き

なのでみなさんとお話しできたらうれしいです。 

よろしくお願いします！ 

 

 

 

★ 11/3 & 11/5 同行 ★ 

 

名前｜松尾 怜実 

出身｜埼玉県 

学校｜慶煕大学 留学中 

好きなK-POPアイドル｜SEVENTEEN, MONSTA X 

 

 

みなさんが安心して楽しめるように全力でサポートし

ます！ 
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★ 11/3 & 11/4 同行 ★ 

 

名前｜ Lucia Filinich 

国籍｜ Argentina 

学校｜ Sogang University 

 

The K-POP camp is a great opportunity to visit 

Seoul, experience Korean culture, have fun and 

make new friends! 

 

 

 

 

 

★ 11/5 & 11/6 同行 ★ 

 

名前｜ Camille Tajon  

国籍｜Philippines  

学校｜Sungkonghoe University 

好きなK-POPアイドル｜BIGBANG, 2NE1 

 

The K-pop camp is the perfect place to enjoy 

Kpop and meet fellow fans. I hope you have a 

great time in South Korea! :) 
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★ 当日までに何か質問がございましたら、こちらにお問い合わせください。 

 

☞ acopia.club@gmail.com 

☞ カカオトークID：asiacamp 

 

 

★ 当日何か問題が起きた場合、急用の際は以下にご連絡ください。 

 

Asia Hope Camp Organization (ACOPIA) 

B102, 140 Seongmisan-ro, Mapo-gu, Seoul, 03984, KOREA. 

03984 서울시 마포구 성미산로 140, B102 

OFFICE HOUR: MON-FRI 09:00-18:00 

Email: acopia.club@gmail.com 

TEL: +82-2-738-4649  

CELL PHONE: +82-10-5507-4649 

KAKAO TALK ID: asiacamp 

mailto:acopia.club@gmail.com
mailto:acopia.club@gmail.com

