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ファッションのCertificate 取得後は、思い切って2カ⽉間のインターンシップに挑戦︕
帰国後の就職に役⽴つ留学。

アメリカ・ニューヨーク・Y2019
Fashion Institute of Technology (FIT)

名⾨⼤学サーティフィケイト取得＋語学留学
ファッション・ビジネス留学＋インターンシップ

語学学校で英語⼒強化とともに、ファッションの名⾨⼤学FITでCertificate 取得︕
芸術の最先端の街ニューヨークで⽇常英会話〜ビジネス英語〜ファッションの専⾨技術・知識まで、最短期間で習得。



Certificateプログラムについて ※FIT/PARSONS共通

FIT Certificateプログラムの特徴

語学＋FIT ファッションCertificate取得留学プログラム 
FITファッションビジネス留学おススメポイント︕

● 語学学校修了後のGrace Period(⽶国に合法的に滞在可能な期間) 8週間を利⽤して、現地企業でインターンシップを経験することが
可能です。ニューヨークは、ファッション関連の企業が多数ある為、当社には多くのファッション企業様よりインターンシップ受⼊れのご登録を頂いてお
ります。是⾮この機会に、ニューヨークでファッション・インターンシップを体験してみましょう︕

● TOEFLのスコア不要で⼊学が可能。正規留学の学部の授業と同等のハイレベルな授業を受講することができ、⼤学の学位取得⽬的では
なく、専⾨分野のみ集中的に短期間で学び、Certificate（サーティフィケイト）を取得したいという皆様におススメのプログラムです。
Certificate （サーティフィケイト）Program は、留学⽣向けのプログラムではなく、あくまでも現地アメリカ⼈の社会⼈向けに運営されるプログ
ラムである為、クラスメイトは基本的にすべてアメリカ⼈です。また、現地社会⼈向けのパートタイムのプログラムである為、上記⼤学からビザを取
得することができません。従って、必ず語学学校からF1ビザを取得し、語学学校の授業を受講することを条件にご参加頂きます。

● 名⾨⼤学のサーティフィケイトプログラムでは専⾨分野だけを集中的に学び、世界的に有名な名⾨⼤学のサーティフィケイト(修了証)取得。

● 語学学校に通学しながらプログラムを受講できるので、語学⼒に不安がある場合でも名⾨⼤学の授業を受講することが可能。

● 語学学校は、優先事項をお伺いし、最適な学校をご案内。語学レベルが上級になった場合ビジネス英語コース受講可能な学校もあります。

● インターンシッププログラムにご参加いただいた場合、皆様個⼈のご経歴・ご要望を考慮したインターンシップ・プレイスメントにより、アメリカの
ファッション関連企業で実務経験も積むことが可能。（要事前審査）プログラムの集⼤成として、語学学校修了⽇〜帰国までの約8週間をイン
ターンシップで締めくくりましょう。但し、インターンシップは、無給となります。

ニューヨーク・ファッション留学と⾔えば・・・・・︖ アメリカを代表する世界的に有名な FIT（通
称︓エフ・アイ・ティー）=New York Fashion Institute of Technology。 FITは、
ニューヨーク州⽴⼤学(State University of New York – SUNY)の１つである ファッショ
ン専⾨の4年制⼤学。語学学校に通うことで⽇常英会話〜ビジネス英語⼒を強化し、 尚
且つ、1年間でFITのBusiness Certificate 取得を⽬指し、ファッションビジネスの 専⾨知
識を同時⾝に付ける、本気のビジネス留学プログラム。 最後の8週間で、ニューヨークのファッ
ション企業でインターンシップも可能です︕

● ファッション“ビジネス”に特化した専攻・カリキュラム。（デザインやパターンメイキング等、技術
優先のカリキュラムをご希望の場合、PARSONSのCertificate Program をご検討下さい。）

● FIT のCertificate Programの場合、必須・選択科⽬の数が多い為、2セメスター=約9
カ⽉間でCertificate 取得を⽬指すことができません。最低3〜4セメスター=約1年間の受講ス
ケジュールにてご検討下さい。

● NY州⽴⼤学であるFITは、 PARSONSやNYU等の私⽴の⼤学と⽐べ、Certificate 
Program の授業料が格安です。 FITのCertificate Program の授業料は、専攻・選択科
⽬等によって異なりますが、$2,000前後が⽬安となります。



FIT について

プログラム費⽤について

その他特典︕

One of New York Cityʼs premier public institutions, FIT is an internationally 
recognized college for design, fashion, art, communications, and business. 
Weʼre known for our rigorous, unique, and adaptable academic programming, 
experiential learning opportunities, academic and industry partnerships, and 
commitment to research, innovation, and entrepreneurship. While FIT's 
pedagogical mission is to prepare the students for professional excellence in 
design and business, our broader ethos is to foster creativity, inspire 
leadership, impart a global perspective, and educate students to embrace 
inclusiveness, commit to sustainability, and engage with community. We 
encourage students, scholars, teachers, and industry colleagues to cross 
traditional boundaries of both geography and disciplines. Together we strive 
to develop innovative design and strategic business solutions that will upend 
the status quo, create personal and professional opportunity, and have a 
lasting and sustainable global impact.

1) 提携語学学校を当社で24週間以上お申込の場合。
FIT/PARSONS⼿配料⾦︓ 100,000円（税込）

2) 当社以外で語学学校⼿配の場合、または、提携語学学校の申込が24週間未満の場合。
FIT/PARSONS⼿配料⾦︓ 150,000円（税込）

上記⼿配料⾦に含まれるサポート内容は、次の通りです。
■ 受講コースの選定、滞在中の受講クラス・スケジューリングとスケジュールシートの提供
■ 初学期クラスの登録及び登録完了のご案内
■ 初学期のキャンセル⼿続きの代⾏及び返⾦についてのご案内
■ 次学期以降のクラス登録⽅法の案内 *資料配布
■ 受講前オリエンテーション *資料配布
＊資料には、次のような内容が含まれます。ID取得⽅法、クラスルームの探し⽅、必須科⽬のご案内、クラス登録⽅法のご案内、必須科⽬取
得後の⼿続き⽅法のご案内、修了証申請についてご案内。

【注意事項】
* 学校の判断により、修了証発⾏の⼿続きはご⾃⾝での対応が必須、とされる場合がありますので、その場合は都度ご案内致します。
＊ 初回お申し込み時に決めた専攻に関するサポートのみとなります。初回に決めた専攻以外についての、修了証申請や必須科⽬以外のクラ
スについての相談や登録に関しては、別途費⽤となりますので、ご注意ください。

本プログラムお申込の場合、上記のサポート内容に加えて下記の特典がございます。

■ 提携語学学校への転校・延⻑⼿続き無料
■ キャリアエクスチェンジ⼿配のNY短期8週間までのインターンシップ⼿配料、下記通常料⾦から50,000円割引︕

インターンシップ⼿配通常料⾦︓学⽣170,000円、社会⼈195,000円

NYにはビジネス・ファッション分野の求⼈が多数ございます。是⾮Grace Periodを利⽤して最⼤60⽇までのインターンシップでニューヨーク留学を
締めくくりましょう︕
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Computer Essentials Group (approx. 6 months for native English speaker)

■Computer Essentials for Fashion Design
All fashion designers rely on Adobe Illustrator and Photoshop and large companies use the feature‐rich 
fashion CAD programs. Microsoft Excel communicates specs to manufacturers and a whole supply chain can 
be managed with PLM. Pick up the skills you need here in brief highly focused courses.
Not all courses are offered every semester.
A total of 9 courses (8 required and 1 personal choice) are required to earn a certificate.
Courses can be taken in any order if there are no prerequisites.

■Computer Essentials for Graphic Design
Graphic designers must be proficient in Adobe Illustrator, Photoshop and InDesign and now must extend their 
reach from print into interactive design, design for the web and video. Pick up the software skills you need 
here in brief highly focused courses.
Not all courses are offered every semester.
All courses listed are required in order to complete the certificate program, unless otherwise noted.
Mac proficiency is required for this certificate. If you are not proficient, take CTB 002 Make the Most of your 
Mac. A total of 9 (7 required and 2 from either concentrations) courses are needed to complete this certificate.
Courses can be taken in any order if there are no prerequisites.

■Computer Essentials for Jewelry Design 
Learn how Illustrator and Rhino are used to design, model, render and manufacture jewelry.
Not all courses are offered every semester. A total of 5 courses are required to earn a certificate.

Entrepreneurship Group (approx. 6 months for native English speaker)

■Creative Enterprise Ownership
This program gives you the business skills you need to launch a business and run it efficiently and profitably.
Each course focuses on one topic so that you can select just what you need. 
Not all courses are offered every semester.
A total of 9 courses are required to earn a certificate; they need not be taken in order. We do recommend that 
you begin with CEO 001. If e‐commerce is key to your business success, please see the certificate program, 
E‐Commerce Essentials for Small Business.

■E‐Commerce Essentials for Small Business
Save time and money by thinking through your ecommerce needs as you build your business website.
Not all courses are offered every semester.
A total of 10 courses (8 required and 2 personal choices) are needed to complete this certificate. All courses 
listed are required in order to complete these certificate programs, unless otherwise noted.

Sustainability (approx. 6 months for native English speaker)

■Sustainable Design Entrepreneur
This program gives design entrepreneurs the knowledge, tools, and access to resources they need to build a 
viable business based on sustainable design practices.
Not all courses are offered every semester.
A total of 10 courses (8 required and 2 personal choice) is needed to complete this certificate.
CEO 200 is a required course.
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Business Certificaties Group  (approx. 6 months for native English speaker)

■Brand Management Experience
In‐depth strategic courses featuring cutting‐edge instruction on how to cultivate customer emotional bonding 
for fashion products to foster increased sales, profits and market dominance.
A total of 5 courses is required to complete this certificate.

■Data Analytics: Retail Marketing
Theory and hands‐on practice in how to use data analytics, derived from digital resources for in‐depth customer
insight to drive marketing, brand, and retail performance.
Not all courses are offered every semester.
A total of 5 courses is required to complete this certificate.

■Omni‐Channel Retail
In‐depth education in emerging multi‐format retail strategies as an answer to the needs of today’s customer 
including: brick‐and‐mortar, catalog, online, mobile and social commerce. How to build sales, profits, brands 
and customer loyalty across channels is stressed.
Not all courses are offered every semester.
A total of 9 courses is required to complete this certificate.

Creative Services Group:

■Fashion Events Planning  (approx. 6 months for native English speaker)

Training in the planning and execution of all phases common to fashion businesses, charity and social events.

■Fashion Styling  Planning  (approx. 9 months for native English speaker)
Courses and workshops focus on how to create images and characters utilizing merchandise and props, while 
working with photographers, videographers, visual professionals, editors, designers, and show producers for 
events, publication layouts and media.

■Image Consulting  (approx. 6 months for native English speaker)
Training in how to advise clients to enhance physical attributes, minimize physical weaknesses, and project in 
a more positive manner.
A total of 10 courses (8 required and 2 personal choice) is needed to complete this certificate.

■Wardrobe Technician and Costume Design Specialist  (approx. 12 months for native English speaker)

Specialized training for wardrobe creation, maintenance, and supervision for theatre, film, video, and 
broadcast and cable television productions. Recommended for working stylists or as additional study for 
Fashion Styling certificate students looking to increase their versatility. After an introduction to both career 
concentrations ‐ wardrobing and costume design‐ in SXG 100, students are encouraged to specialize in one 
concentration or the other depending on their interests and skills.
Not all courses are offered every semester.
A total of 14 courses is needed to complete this certificate.
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Product Development Group (approx. 12 months for native English speaker)

■Product Development Manager
Cutting‐edge fit, quality, and logistics training for experienced designers, technical designers, patternmakers, 
production personnel and product developers involved in sourcing.
Not all courses are offered every semester.
A total of 10 courses (5 required and 5 personal choice) is needed to complete this certificate.

■Product Development: Certified Technical Designer
Technical training for experienced designers, patternmakers and product developers looking to develop a
specialty in technical design and for technical designers looking to improve their performance.
Not all courses are offered every semester. 
A total of 10 courses (7 required and 3 personal choice) is needed to complete this certificate.

■Product Development: Intimate Apparel and Swimwear
Cutting‐edge fit, quality, and logistics training for experienced designers, technical designers, patternmakers, 
production personnel and product developers involved in sourcing of intimate apparel and swimwear 
garments.
Not all courses are offered every semester.
A total of 10 courses (9 required and 1 personal choice) is needed to complete this certificate.

Industry Training (approx. 9 months for native English speaker)

■Connoisseurship: Mid‐Century Modern
Mid‐century modern is all the rage. This certificate provides an education for historians, interior designers, 
auctioneers, and those in the art trade on the many aspects of this newly defined, but dominant and dynamic 
period. Enhance your knowledge of furniture, art, couture, jewelry, and interior decoration. Upon completion 
of the certificate, you will understand the historical significance of current trends, learn about the underlying 
cultural, social, political, and economic influences that define this movement, and identify styles and the 
artists who broke with tradition. You will appreciate the new materials, recognize a need for conservation and 
identify quality and potential "sleepers" in this evolving market.
Not all courses are offered every semester.
A total of 7 courses (3 required and 4 personal choice) are needed to complete this certificate.

※Programの内容は、学校の都合により予告なく変更されますので、お申込時に最新情報をご案内申し上げます。



語学学校＋Certificate 1⽇のスケジュール【例】

インターンシップについて

語学学校＋Certificate 基本情報

■平⽇AM︓ 語学学校で週20時間の英語授業
■平⽇PM︓ ⾃由。⼤学の課題・予習・復習など
■平⽇夜間（週3⽇前後）︓⼤学のCertificateコース受講。専攻によって授業時間
が異なりますが、⽬安として18:00〜21:00頃 または、
■週末︓10︓00AM頃〜16︓00頃

※語学⼒に不安がある場合、Certificate Program ⼊学までの数ヶ⽉間、
週30時間（午前＋午後）の集中語学レッスンをお勧め致します。
別途お⾒積りをご希望の場合、お問い合わせ下さい。

【参加資格】
■語学学校︓ 不問
■Certificate Program︓ TOEIC700点以上(⽬安) ※⼤学の授業についていけるレベルの語学⼒が必要です。

【プログラム期間】
■TOEIC700点以上︓ 語学＋Certificate コースを同時に受講開始後、通常12ヶ⽉(3〜4セメスター)。
■TOEIC700点以下︓ 上記受講期間に加え、Certificate Program受講前に語学学校のみ通う期間を追加。

【ご⼊学⽇】
■語学学校︓ 毎週⽉曜⽇、隔週⽉曜⽇、⽉1回等。語学学校指定の⼊学⽇＝語学学校によって異なります。
■Certificate Program︓ 2⽉(Spring)、5-6⽉(Summer) または 9⽉(Fall) 
※5⽉〜のSummer Program から受講スタートを希望する場合、ご相談下さい。この場合、Summer Programでは基礎コースが休校
の為、選択科⽬からの受講となります。

【インターンシップ参加期間8週間のスケジュール】
■平⽇（終⽇）︓ 企業でフルタイムのインターンシップ
■平⽇夜間 ︓ ⾃由。または、⼤学のCertificate Program （専攻によって異なりますが6時PM〜9時PM・休⽇）

語学学校修了後、最⻑8週間は⽶国に滞在することが可能であり、この出国期限の8週間をGrace Period と呼びます。Grace 
Periodの期間を利⽤して、現地企業でのインターンシップを経験することが可能です。語学⼒・ビジネススキル習得、留学の集⼤成として、
企業インターンシップを経験して帰国することで、更なる⾃信につながるとの声を多数いただいております。

● Grace Period期間中、8週間までのインターンシップ追加通常料⾦︓ 170,000円(学⽣)、195,000円(社会⼈)
*今なら、50,000円割引価格にてご案内︕

● プログラムに含まれる内容
カウンセリング、現地スタッフによるプレイスメントインタビュー（英語レベルチェック含）、履歴書添削、各種事務⼿続き、企業サーチ、
書類選考⼿配、企業紹介企業インタビュー⼿配、企業情報提供、受⼊確認書取寄せ、通信・郵送費、現地⽣活情報提供、
現地⽇本語オフィスオリエンテーション、滞在中の電話サポートサービス
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　　　株式会社キャリアエクスチェンジ
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　　　TEL︓03-6278-8750　FAX : 03-6278-8758
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③　⼩計　US$
全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を⽬安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料⾦・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

シェアアパート滞在費(9か⽉)
現地⽣活費・交通費等(12ヵ⽉)

②　⼩計　⽇本円
③渡航後にかかる費⽤

海外留学⽣保険料(最安値例)
¥120,000
¥223,120

¥120,000
¥223,120

¥543,920 ¥668,920
語学＋FIT Certificate 1年間 語学＋FIT Certificate+インターン 1年間

海外通信送⾦費
ビザ申請サポート

プログラム⼿配費

滞在⼿配費
¥10,800
¥35,000

¥10,800
¥35,000

往復航空券（⽬安）

①⼩計　⽇本円　 ¥1,392,600 レート＄=120 ¥1,514,400

渡航前にかかる費⽤

学⽣ビザ/SEVIS申請費
⼩計US$

$360
$11,605

$360
$12,620

寮保証⾦(1週間分滞在費)

滞在費
寮登録料

$2,700
$110
$225

$4,050
$0
$0

滞在先︓マンハッタン外ホームステイ
朝⾷付き個室・12週間

滞在先︓マンハッタン⼥⼦寮
平⽇のみ朝晩⾷事付き2⼈部屋 12週間

語学学校教材費(3学期分)
FIT授業料【⽬安】

語学学校申請料
語学授業料(3学期48週間)

$100
$4,785
$225

$3,100

$100
$4,785
$225

$3,100

$6,300 $6,300
$8,400 $8,400

$14,700$14,700

語学＋FIT Certificate 1年間 語学＋FIT Certificate+インターン 1年間
¥100,000

¥55,000

¥100,000

¥35,000
インターン⼿配費(割引/社会⼈) ¥0 ¥145,000

学費・ビザ・滞在費⽤

【ビザ取得】語学学校例︓
Campus(授業料最安値)

語学＋FIT Certificate 1年間 語学＋FIT Certificate+インターン 1年間

語学＋FIT ファッションCertificate取得留学プログラム 
時期によって授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください︕

まずはご相談！

電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は

お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら

留学開始の

3ヶ月前を目安に


