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YBI 研修体験プログラムの特徴 

YBIの研修体験プログラムは、本場パリのブーランジュリー・パティスリーの厨房で研修体験と 

フランス人家庭でのホームステイを通じてフランスの食文化を知って頂くことを目的としています 

 

 

 

 プロからアマチュアまであらゆる方が対象 

目的・スキルに応じた研修プログラムをアレンジいたします。パン・お菓子作りが大好きという方、スキ

ルを高めたい、独立を考えている方まで様々な目的・経歴の方にご参加いただいています。 

 

 

 

 研修期間・日数はご自由にアレンジ 

研修体験は１日～ 最長 3ヵ月可能です 

 

 

 

 滞在中はパリオフィスが万全のサポート 

渡航前から滞在中まで、YBIの東京オフィスとパリオフィスは常に連携し万全のサポートをいたします。

現地滞在中はパリ事務所の日本語を話すスタッフがサポート、またプリペイド携帯電話を無料でレンタル

いたしますので、困ったことがあればいつでも日本語でご相談ください。 
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短期研修体験 出発～研修までの流れ 

 

 

空港到着ゲートで日本語を話すドライバーがお待ちしており、ホームステイ先までお送りします。ステイ先で

は YBI 通訳スタッフが待機。家族にご紹介し、滞在中の簡単な打ち合わせなどを行います。 

 

 

 

バゲットコンクール入賞店や日本ではあまり知られていない名店など、ご希望を伺い

ながら YBI 現地スタッフがお勧めのブーランジェリー・パティスリー巡りにご案内

いたします。 

 

 

 

厨房で働く職人たちの仕事をお手伝いしながら、お店に並ぶ商品を一緒に作って

ゆきます。初日は通訳スタッフが付き添い、厨房内や作業の流れをご説明するこ

とからスタート。２日目からは通訳は付きません。仕事のあとはお店のパン、ケ

ーキ、コーヒーなどで一息。 

 

 

研修がお休みの日は、パリ観光、日帰り旅行などご自由にお楽しみください。 

 

 

 

 

 

全ての日程を終えたらホームステイ先をチェックアウト、ご自身で空港まで  

5.帰国 

6.  

4. 定休日(終日フリー) 

5.  

3 ブーランジュリー・パティスリー研修体験 

4  

2. 半日ブーランジュリー・パティスリー巡り 

3.   

1. パリ到着、ホームステイ先にチェックイン 
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フランスのブーランジュリー・パティスリーとは？ 

フランスのブーランジュリー・パティスリーには、通常一つの店の中に 3つの部門があります 

研修はお好きな部門をご希望の割合でアレンジいたします 

 

 ブーランジュリー （パン） 部門 

バゲット、カンパーニュなど、小麦粉を使った食事パンを扱います 

 

 

 ヴィエノワズリー （菓子パン）  

クロワッサン、ブリオッシュ、タルトなど小麦粉以外に乳製品、砂糖、卵を使用するパンを扱います 

 

 

 パティスリー （お菓子）  

ケーキ、タルトなど焼き菓子、生菓子を扱います 
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ホームステイ 

滞在中の宿泊先は YBIが直接契約し、豊富な研修生受け入れ経験を持つホームステイをご案内 

いたします。研修のことやお店のことはもちろん、YBIパリ事務所のことも良く知っている方 

たちばかりです！ 

お料理好きなマダムと夕食を共にしたり、フランス人の暮らしを体験してみましょう。 

 

※一日 2食付き 

※下記の家庭は一例です 

※ご自身でホテルなどを手配されるなど、ホームステイ以外の滞在方法も可能です 

 

 マドレーヌさん（19 区）  

とても気さくで優しいフランス人ご夫妻です。サン・マルタン運河のほど近く、メトロ２番線 

Stalingrad  から徒歩１分。娘さんが独立され、そのお部屋で研修生受け入れをされています。 

 

 

 ドミニクさん（9 区） 

マダムはフランス語の先生、ムシューはスペイン関係のお仕事をされています。海外からのホ

ームステイ受け入れ経験豊富で英語、スペイン語も流暢。メトロ 13 番線 Liège 近く。 

 

Programme de stage en boulangerie-pâtisserie à Paris 



 

 

プログラム費用 

プログラム費用は期間、内容、スキルによって異なります。 

随時お見積もりいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい 

 

 

 一般(アマチュア)  

研修期間 1 週間…￥336,098～ 

研修期間 1 ヶ月…￥611,420～ 

研修期間 3 ヶ月…￥1,595,550～ 

 プロ（製パン・製菓業に従事、専門学校卒業）  

研修期間 1 週間…￥493,348～ 

研修期間 1 ヶ月…￥879,730～ 

研修期間 3 ヶ月…￥1,999,210～ 

 

※上記は 2016年 1月時点のお見積りです。お見積もりは為替により変動いたします。 

※料金は予告なく変更されることがあります 

※上記料金に含まれるもの 

 ・研修先の手配、研修先との契約 

 ・研修費 

 ・滞在期間中の Yoshimi Boulangère によるサポート 

 ・滞在（ホームステイ）費※一日 2食付き 

 ・パリ到着日の送迎、ホームステイチェックイン時と半日パン屋巡り通訳アテンド費 

 ・研修初日の通訳アテンド費 

※上記料金に含まれないもの 

・往復航空券 

・海外旅行傷害保険料 

・帰りの空港送迎費 

・パン屋巡り、研修中の交通費 

・記載以外の飲食、交通費、個人的な費用 

・上記以外の通訳アテンド費 

※お申込後の変更手配、キャンセルは規定の手数料、キャンセル料がかかります。詳しくは別紙をご覧ください。 
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お申込みの流れ 

―まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください－ 

 

 

① HPの見積もり依頼フォームからお見積もりをお問い合わせ下さい。 

 

※お電話、メールでのお見積もりのご依頼は、以下の情報をお知らせください。 

・ご希望の滞在日程・日数 

・宿泊に関するご希望（ホームステイ、自己手配） 

・製パン・製菓に関するご経歴 

・研修内容（パン、ヴィエノワズリー、パティスリー） 

 

② お申込みを検討される場合は、まず日程と内容についてご相談下さい。 

 

 

③ お申込み前にホームステイの空き状況を確認、また、最適な研修先を手配いたします。 

正式なお申込み受付前にホームステイと研修店の仮予約をいたします。（仮予約の目安一週間） 

 

 

④ 仮予約期間中に参加申込書を弊社までお送りください。受付を持って正式にお申込み成立と

なります。※パスポートのコピー、海外旅行傷害保険証のコピー各一部を弊社までお送りください。 

 

 

⑤ 研修店との契約、パリ到着日の送迎、通訳アテンド等全ての手配が整いましたらご請求書を

送付いたしますので、期日までにお振り込みください 

 

 

⑥ ご入金確認後、滞在中のスケジュール、ステイ先、研修店詳細、担当スタッフとパリ事務所

の連絡先等の最終のご案内をお送りいたします。 
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プログラム約款 

―お申込み・ご参加の前に必ずお読みください－ 

 

プログラム申込 

1． 本件の体験研修目的での渡航期間中に発生した事故、事件に関し㈱Yoshimi Boulangère International は一切の責任を負

わないものとします 

2． .本件の渡航はあくまでも研修目的であり、金銭の授受を含める就労目的ではないものとします 

3． YBI では厨房で体験をさせているという証明（契約書）を作成するため、出発前にパスポートのコピーと海外旅行傷害保険

証のコピーの提出を求めるものとします 

4． 万が一の怪我、病気に対応できるよう海外旅行傷害保険には必ずご加入下さい。加入がない場合研修先が当日受入拒否する

ことがあります。その場合研修費は返金しないものとします 

 

変更・キャンセル規定 

1. 申込書受付後のキャンセル・変更は規定のキャンセル料・変更手数料が発生いたします 

2. キャンセル規定 

      研修開始日より起算して 30日から 8日前までのキャンセル：プログラム費用の 30％ 

研修開始日より起算して 7日前以降のキャンセル：プログラム費用の 100％ 

3． 変更手数料 

         お申込後～研修開始日より起算して 8日前まで：変更事項一点につき 5,400円  

      ※研修開始日より 7日前以降の変更はできません 

      ※その他変更に伴う実費をご請求させていただく場合があります 

 

追加料金 

1. 空港送迎の対応時間は 5：30～20：00 です。上記時間外に到着の場合は深夜追加料金が発生致します。また、深夜時

間帯は YBIスタッフの同行が不可能な場合があります 

2. 帰国時の空港までの送迎、自身で手配したステイ先(ホテル等)へのチェックイン時の YBIスタッフ待機はありません。

ご希望の場合は別途料金が発生します 

 

研修 

1． 研修先は実際に営業している店舗となります。出発前、到着後に店舗のやむを得ない状況により、研修店の変更や日程の再調

整をお願する場合があります 

2． 基本の研修時間は 8 時～12 時頃までとします。希望により午後も残って研修することが可能です 

 

本パンフレットに記載されているプログラム料金、規約は予告なく変更される場合があります 
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会社概要 

 

(株)Levain D’antan Japon  

ルヴァン・ダンタン・ジャポン 

 

〒106-0041東京都港区麻布台 3-1-6 飯倉片町アネックス 1F 

TEL: 03-3568-4822  

FAX: 03-3568-4811 

Mail：ybinfo@yoshimi-boulangere.com 

HP: http://yoshimi-boulangere.com 

 

 

パリオフィス Bureau France 

法人名 SAS Formation France 

2 rue de Crozatier 75012 Paris 

電話 TEL： 01 55 32 21 03  
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