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はじめに 

このたびは、Impression of My Powertalk 【IMP＝ インプセミナー】へのご参加、誠にありがとうございま

す！ 

IMP×IMS 授業は 2020 年いっぱい、ご参加いただくことになる長期にわたるプログラムです。そのため、プ

ログラム全体像のご理解と、しっかりとご準備いただくことが欠かせません。 

難しいものではありませんが、この仕組みに慣れていただくまでは、「よくわからないな」と感じることも

あるかもしれません。そんなときは、この準備ガイドをいつでも開いてください。 

それでも不安だな、という場合は、気兼ねなく一恋事務局へお問い合わせください。 

一生美容に恋する会 事務局 

 

 

一恋・IMP・IMS とは？ 

一生美容に恋する会 

 美容の仕事の魅力伝承、一生働ける環境作りの推進、美容の仕事に従事する人材の増加のため、美容

界全体の価値向上を目的に設立した、サロン・専門学校・学生のための団体です。通称「一恋 いちこ

い」と呼ばれています。 

IMP セミナー 

 ＩＭＰ（インプ／Impression of My Powertalk）とは、一恋の活動主旨に賛同いただいた一恋会員サ

ロンに所属するスタッフ様がご受講いただける、業界人向け集合セミナーであり、プレゼン力と、リー

ダーシップ力の向上を目的とした全 4 回の講習プロラムです。 

IMＳ授業  

ＩＭＳ（アイエムエス／Imagine of MySelf）とは、ＩＭＰ受講スタッフ様（理美容師免許取者）が講師

として登壇する理美容専門学校でのキャリア教育授業を指します。この授業は、各学校協力の下、一恋

主催として、提携校の学生へ提供する、「ワークショップ型授業」です。IMS授業では、現場の仕事の

リアルな体験談、仕事のやりがいについて、講師として学生へ自分の言葉でプレゼンテーションいただ

きます。また、グループワークでのリーダーとして受講学生の学びをサポートしていただきます。会員

サロンは、①IMS企画ごとに出場エントリーをした上で、②一恋が出場選考させていただき、③出場可

否が決まります。 
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IMP&IMS 授業 受講にあたってのお願い 

 

・誹謗中傷や悪質な営業活動、勧誘活動は研

修受講時間内だけでなく、受講時間外でも禁

止とします。 

・受講態度が他の参加者の迷惑になる、研修

効果を著しく妨げる恐れがあると判断した場

合、受講をお断りすることがあります。 

 

第 3 期 IMP 研修日程と会場について 

経営者、育成責任者の方はできるだけ研修見学にお越しになることを推奨します！ 

 

講習時間  毎回 10:00～16:00 （開場 9:45 ） ランチ休憩 1 時間 

＊終了時間は、研修進行によって多少前後することがあります。     

会場  東京： 神田フォーラムミカサエコ／東銀座ソマール会議室 

名古屋： ウィンクあいち及び国際センター 

大阪： 大阪長堀貸し会議室 

受講対象者 １社３名、もしくは６名の同一受講者が、全日程にご参加ください。 

   ※IMP セミナーは、受講サロン責任者のご見学を歓迎しております。出入り自由でどうぞ※ 

             

_補講（無料オプション）_  ※IMP 受講お申込後に別途お申込みが必要です 
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フォ補講とは、4 回の IMP セミナーとは別に、各回お申込制の任意で参加いただく講習です。 

こちらの講習の参加有無は、IMP 受講修了の条件ではありません。ルテ 

 
採用責任者説明会 

（初/２回目受講サロン必須） 

プレゼン補講 

（全サロン対象） 

受講対象 

参加１、２回目の責任者様 

受講者の代表スタッフ 

参加希望の第 3 期受講生 

東京 
Ⅰ 10/10 木 10:00~11:30 1/29 水 13:30~16:30 

Ⅱ 1/30 木 10:00~11:30 4/22 水 13:30~16:30 

名古屋 11/19 火 14:00~15:30 1/16 木 13:30~16:30 

大阪 11/18 月 13:30~15:00 3/5 木 13:30~16:30 

会場 東京は 23 区内、名古屋は名駅周辺、大阪は新大阪・環状線付近（いずれも予定） 

各回の内容 

１、「採用責任者説明会」・・・IMP 受講が初めて、または２回目サロンの責任者の方向け 

採用への活用方法を中心に、IMP セミナー、IMS 授業ご参加のポイントをお伝えします。 

２、「プレゼン補講」・・・IMP セミナーの第 3 期受講スタッフ向けに IMP 内容のフォロー講習。 

プレゼンやリーダーシップについて、より深く理解をいただくための講習。 

 お申込方法 

一恋メンバーページよりご希望日程と人数をお申し込みください。 

■振替、欠席について 

全４回で一つの研修として、プログラム設計しているため、基本的に、欠席・振替は承っておりません。 

申込コースで全回受講ください。社内行事等、どうしてもやむを得ない場合は一恋事務局へご相談ください。 

・本人参加難しい場合は、参加していないスタッフのピンチヒッター対応が可能な場合もございます、必ず事前に
ご相談ください。 

【振替・欠席等の申し出】研修振替・欠席の場合は、事前申請ください。 

  ・事前に欠席・遅刻・早退が判明している場合はこちら QRから！！ 

 

・当日の体調不良等、急きょ欠席もしくは遅刻の場合は、 

電話もご利用いただき、必ずご連絡ください。（留守電／SMSメッセージ可） 03-5942-1611   
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一恋カレンダー：IMP セミナーや IMS 授業の日時と会場を check! 

      https://goo.gl/WNebwm  一恋 HP トップページにイベントカレンダーがあります。 

      明日の講習の場所はどこ？IMS は何時集合だったかな？という時にお役立てください。 

 

『一生美容に恋する会』各種メディアをご活用ください 

一恋の活動を通して、学生や学校、そしてサロンの「今」、を発信しています。IMP×IMS 活用の

ヒント、採用活動のヒント、重要なお知らせもあります! スタッフの皆様とご一緒にお目通しくだ

さい。 

◆一生美容に恋する会 HP  https://isshoubiyou.com/ 

◆一恋チャンネル ゲストによるコラムなども充実   http://ichikoichannel.com/ 

◆instagram  https://www.instagram.com/isshoubiyou/  

IMS や恋‘ｓコレクションなど学校での日々の活動を中心に  

◆twitter  https://twitter.com/info86308775  一生美容に恋する会 

◆Facebook 一生美容に恋する会 FB ページ  https://www.facebook.com/isshoubiyou/ 

 

  会員専用 『メンバーページ』   https://isshoubiyou.com/members/ 

一恋 HP「メンバーページ」という一恋会員様専用ページがあります。入会後にお渡しする【ID／

パスワード】でログインください。IMP 受講スタッフ登録や IMS 希望校申請、また IMS エントリ

ーなどはこちらで行ってください。 

 

 

 

 

 Ⅰ：IMS 希望校申請とは？ Ⅱ：IMS エントリーとは？    

https://goo.gl/WNebwm
https://isshoubiyou.com/
http://ichikoichannel.com/
https://www.instagram.com/isshoubiyou/
https://twitter.com/info86308775
https://www.facebook.com/isshoubiyou/
https://isshoubiyou.com/members/
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 Ⅰ：IMS 希望校申請とは 

2020 年 IMS 授業登壇スタート前、事前に年間での IMS 出場希望を各社からご回答いただく、

アンケート調査のことです。第 1希望～第 7希望(第 3希望までは必須)まで申請いただきます。

この調査により、サロン様にとっては、「本当に出場したい学校の IMS にできる限り登壇でき

る可能性を上げ」ていただけます。一恋事務局では、IMS 登壇希望の「エントリー」が定数を超

えた場合の選考時、この IMS 希望校申請の情報も選考条件として加味いたします。 

※重要：特に第 1 希望とした IMS には別途 IMS 募集開始後「エントリー」をしていただくことで、

必ず出場できる権利を得られます。 

Ⅱ：IMS エントリーとは 

実際に出場をするための申込のことを指します。エントリーしないでの自出場はあり得ません。

エントリーは毎回 IMSごとにしていただきます。ひとつの IMS につき、一社1エントリーです。

目安として 2〜４ヵ月先に開催の授業を、随時募集します。(例：１２月の時点では、２月〜４月

頃の IMS が募集になっています。) その為、希望の IMS がエントリー可能な【募集中】であれ

ば、IMP 受講スタート前でも、エントリーいただく必要があります。 

IMP×IMSは全般的に、サロンのみなさまに、『自ら気づき、自ら動いて』いただくスタイ

ルです。それは学校授業 IMSでの登壇や新卒採用活動にも通じます。まずは IMP や IMS 授

業に関する情報をしっかりとれる環境を整え、情報をチェックする担当を決めましょう。 

自社の方針や計画に照らし合わせながら、とにかく『動いて』望む成果への道をつくりまし

ょう。そのために一生美容に恋する会（イチコイ）をご活用ください。 

※IMP セミナー内では、新卒採用のノウハウについて具体的レクチャーはありません。採用

活動について、やり方が知りたい方、より早く効果的な採用活動にしたいという方は、IMP

×IMS 講師にご相談ください。 

IMP×IMS 参加準備 
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一恋会員専用メンバーページ案内 

                  

ここからは、参加に必要な登録や、IMS（美容学校での授業）の参加申込み（エントリー）の

操作をご案内します 

 

IMP 受講スタートまでに、 

Check リストに沿って登録・確認をお願いいたします！ 

 

まずはログイン  作業のための PC／スマートフォンをご用意ください。 

IMP 受講サロンは、一生美容に恋する会 HP（ https://isshoubiyou.com/members/ ） 

『会員ページ』から、サロンごと配布の IDとパスワードでログイン、 

IMP 受講生登録、IMS エントリー、IMS 出場希望校申請などの操作をしていただきます。 

ログインはこちらの QR コードを読み込んでください。 

    一生美容に恋する会公式 HP からもログインできます。 

https://isshoubiyou.com/members/ 

 

ユーザーID = IMP 申込書に記載いただいた貴社「代表アドレス」 

※ID となるアドレスの変更希望は、事務局へお問い合わせください。 

初期パスワード= ichi0k9o0i4   !! 初回ログイン後パスワードは変更ください。 

※継続サロンは、これまでのシステムで使用の代表アドレスと異なる場合もあります。ご不

明な場合は、事務局へお問い合わせください。 

 

https://isshoubiyou.com/members/
https://isshoubiyou.com/members/
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ID＝                      

 

パスワード                   

 

 サロン情報の確認・変更  

MyPage より、貴社基本情報をご入力ください。 

 こちらに掲載する情報は、IMS 登壇時学生や学校へ公開され得る情報となります。 

   複数店舗がある場合、学生に公開したい住所を入力してください。 

 IMS 参加希望校申請  

第3期 IMP受講サロンは、2020年1月～2020年12月末までの IMSへの登壇権利があります。 

現在開催確定している IMS リストから、1 年間で参加したい IMS 企画を事前に第 7 希望まで申請く
ださい。各 IMS ごとの定員社数を超えてエントリーがあった場合、一恋事務局での選考となります。
その際、サロン様の希望を把握する為、事前に出場希望校申請をいただいております。 

 

【IMS エントリー選考基準について】 

選考は、既定の選考基準をもとに、公平かつ厳正に行います。 

【第 1 希望】とした IMS 授業は、定数を超えたエントリーがあっても、確実に選ばれます。（募集開
始後エントリーをしてください。） 

それに伴い、ここで第 1 希望として出せるのは各学校 IMS の出場定数が上限です。 

≪例≫ 

Ａ校の IMS の出場サロン数が 10 社だとしたら、 

第 1 希望を申請できるのは最高で 10 社までということです。 

Ａ校 IMS 第 1 希望申請 11 社目となったサロンは、【第 1希望として申請できません】 

※万が一システム不良で入力できてしまった場合、後日事務局より、第 1希望申請不可をお知
らせいたします。 

※この IMS希望校申請がなくとも IMS エントリーもできますが、選考漏れになる可能性が高く

なります！！ 
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※希望申請した以外の IMS 企画でも、後日 IMS 募集期間中にエントリーいただくことはでき

ます。 

 

IMS 希望校申請は、解禁日が定められており、下記日程にて一斉解禁となります。 

それまでは、操作ができません(万が一操作で来てしまった場合は入力内容は無効となりま

す)のでご注意ください。 

 

■■□■□■■□■□■■□■□■■□■□■■□■□ 

■201９年５月末までに第３期 IMP にお申込みのサロン様 

   ＞＞＞＞201９年９月５日（木）解禁 

 

■201９年 6 月以降にお申込みサロン様 

   ＞＞＞＞201９年 1０月３日（木）解禁 

■■□■□■■□■□■■□■□■■□■□■■□■□ 

  ※解禁日 1 週間前に、IMS 企画一覧とともに、リマインドメールをお送りします。 

 

■申請方法------------------------------- 

 

一生美容に恋する会 HP メンバーページ ログイン☞ 

【IMP 研修 ENTRY】ページ 

このページで行っていただく事は３つです。 

① 第 3 期 IMP 各コースの日程表から、受講コースの日程を確認ください。 

② IMP 受講スタッフ登録 

③ IMS参加希望校申請（第 1～第 7 希望を入力） 
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IMS希望枠内をクリックすると、開催が予定される IMS 企画リストがプルダウンメニ

ューででます。 

表記例：R2 1 月_名古屋美容（1 年生） 

➡2020 年 1 月開催の方向で、学校と日程交渉中であり、日付は未定 

➡名古屋美容の 1年生向け授業 

ここでは、7 校まで希望の申請をすることができます。 

※第 3希望までは必須入力、第 4 希望以降は、該当がなければ未入力でも

可。 

OK なら【送信】ボタンをクリックで完了 

 

※この希望申請は、エントリーとは別のものです。（エントリーは完了していません。） 

  希望申請を出ていても、自動的にエントリーされることはありません。 

希望をだした IMSが募集になっているか、常にチェックし、逃さずエントリーをしてください。 

※企画ステータス【募集中】= エントリーできる企画 

 

 I MS エントリー方法  

各 IMS 授業の日時が決まると、「IMS エントリー募集開始」となります。 

（日時は、おおよそ 3 カ月前をめどに学校と協議の上決定しますが、開催日迄 2か月を切って予定が決

まる場合などもあります） 

実際に参加したい IMS 授業には、必ず「エントリー」をしてください。 

エントリーは、その都度、「募集中」の IMS 企画ごとに申し込んでいただくものです。 

ここでは、エントリーの流れを説明していきます。 

 

① 一恋 HP メンバーページログイン後、【IMS エントリー】ページを選択 
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② エントリーしたい IMS すべてに✔を入れ、進みます。 

IMS企画名には、開催日・集合時間・集合場所・開始時間・終了時間は、 

しっかりとご確認ください。学校外の会場で開催の場合もあります。 

例）           対象学年  終了予定時間 

      2019 9/12 水  広島東部  1 年  10:00-15:00 *締め切り 10/15 

        開催日  開催校   集合時間    エントリー〆切日 

※時間については、学校との間で調整中の場合、未定となっている場合があります。 

 

【IMS 登壇が決まったら】 

集合＆終了時間／ 当日プログラム／当日までの準備や注意事項／ 持ち物 等については、 

一恋カレンダーを参照ください。 

※急な時間変更やプログラムの大きな変更等ある場合は、サロン代表アドレスへメールでご案
内します。その場合は、必ず当日まで「登壇者本人」「同行者」が内容確認するよう、社内で
情報伝達をお願いいたします。 

 

③ プレゼン希望テーマ・登壇者・同行者の登録 

1：登壇者  当日プレゼン登壇させたいスタッフを 1 名入力ください。 

登壇可能スタッフ：第 3 期 IMP 受講生、もしくは自社での IMP 過去修了生の中から選択 

２：登壇者情報 

   役職名： サロンワークでお客様に公開する役職名が学生にもわかりやすい 

（アシスタント・スタイリスト・ディレクター・店長 etc） 

   美容歴： 理美容師になって何年か（自社での勤続年数ではない） 

※氏名・役職・美容歴は、IMS で学生に紹介される情報のため正確に入力ください。 

 

３：プレゼンテーマの選択 

テーマ一覧から、登壇スタッフが実体験
・ ・ ・ ・

として話せる
・ ・ ・

テーマを３つ選択。 
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  ※必ず登壇者本人に確認の上希望入力ください。 

（研修ではこのテーマ一覧に基づきプレゼントレーニングします。） 

※登壇決定後、追って一恋事務局が 3 つの希望テーマから、１つ決定しメールでお知らせしま

す。 

決定テーマは、必ず登壇者へ早めに直接お伝えいただくよう、くれぐれもお願いいたします。 

 

４：同行人数入力 

登壇者以外に IMS 同行するスタッフ数を入力。（IMP 受講生以外も、貴社スタッフであれば

OK）   ※同行なしの場合は、0 と入力※ 

※同行人数の上限は特にありませんが、学校によりご迷惑が掛かります、1～2 名までを目安と

し、それ以上となる場合は、一恋事務局へご相談ください。 

 

５：当日の緊急連絡先 

登壇スタッフの携帯など、当日時間までに集合していない場合など、事務局から緊急連絡をで

きる番号をお願いします。 

６：コメント欄 

選考に必要な情報などあれば、こちらへ入力ください。※エントリー選考基準の記載があり

ます。該当する項目があれば、コメントに入力下さい。 

 

エントリー完了後、エントリー完了メールが送られます。登録した内容に間違いないか、     

必ずご確認の上、メールは選考結果まで大切に保管ください。 

エントリー後の内容変更 

 エントリー後に内容変更の必要が出た場合は、メールにて、一恋事務局へご相談ください。 

 

エントリー完了後の流れ 

出場可否については、選考結果をお待ちいただいた上でご準備ください。 
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求人票

提出
先生面談

会社

説明会

サロン

見学会
面接 内定

IMS 授業 

 ＞＞選考結果は（エントリーOK もしくは選考漏れ）をメールでお報せいたします。 

     

 ＞＞入力希望テーマ 3 つのうち、当日話していただくテーマは、一恋事務局にて選定し、 

開催 1 か月前をめどに、【決定テーマ】としてメールでお知らせします。 

決定テーマは、必ず登壇者へ早めに直接お伝えください、くれぐれもお願いいたします。 

 

＞＞当日までにプレゼンなど準備いただき、一恋カレンダーにて前日までに集合時間と場所

の再確認をお願いします。 

     

 

 

IMP×IMS活用 成果への道 

 

  IMP×IMSは、採用活動のきっかけであり、学校とのコミュニケーションをスムーズにするだけ。 

IMPを受講するだけで、採用が出来るサロンはありません。 

  

 一般的採用活動の流れ  

学校授業 IMS は、この一般的採用活動の流れに＋αして、 

活動効果を上げるためのものです。 

 

学校授業 IMS（Imagine of Myself）とは 

１、美容学校にとっては職業観育成のキャリア教育授業 

２、 授業協力サロンになることで、採用のポジションをとる 

３、皆さんは、美容師約５０万人の代表 

 

IMP×IMS 授業 活用ガイド 

～採用成果につなげるために～ 
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★ 採用へしっかりつなげるために！以下の３つは採用活動の基本です。 

 

 １．IMS（＝美容学校授業）に出た学校への挨拶、先生との面談 

     （先生にアポイントを取り訪問、育成への力の入れ方、 

ペルソナにあうサロン見学企画の話をしてください） 

 ２．学校主催 会社説明会への出席  

（サロン様自身で学校に確認し、開催があれば申し込んでください） 

 ３．サロン見学会企画の立案 

    （入社後の雰囲気が体験できる企画を考えてください） 

 

 

 

成果を出しているサロンがやっている！IMS を活用して、採用へつなげるために 

 

Point 準備編（IMSの出場が決まったら） 

当日の指定されたプレゼンテーマはメールで確認（IMPでの練習と同じテーマとは限らない！） 

・ 本番前のプレゼン練習はトコトン、サロンで繰り返してください！ 

・ できるだけ、登壇者と同行者の 2名体制でいけるよう、予定を調整ください 

 ・ IMSで何をするのか、しっかり流れを理解し、採用チームで作成会議を！ 

 ・ 個別質問タイムで話す内容も準備をしてください！ 

 ・ 集合時間、場所を間違えないように、前日もシステムで確認を 

（学校に入るのは集合時間の 5分前！早すぎると先生の仕事を増やし迷惑です） 

Point 当日 

・ 個人名刺（アシスタントでも）や会社案内等の持参を。 

・ 同行者は、どの先生とコミュニケーションとるのか、タイミングを逃さないこと。 

・ IMS終了後に先生と名刺交換等をする場合があります。 

     帰りの飛行機/新幹線、時間のゆとりを持ち、先生と話すチャンスは逃さずに。 

・ 自社に興味がありそうな学生の名前は把握をしてください。 

 

Ｑ：ＩＭＳでサロン見学に来る学生を確保するコツは？ 

Ａ：まず、堂々と「この職業の魅力」や「この仕事で一人前になるために必要な考え」を学生に 

  話してください。圧倒的な価値観に触れた学生は、行動を変えます。 

  また、出来る限り二人以上の体制でのご参加を。同行者は IMP受講生でなくてもＯＫ（学校卒業生もい

いですね）。 

質問タイムなどで、学生に自社 SNSをフォローしてもらう、 

  その学校の会社説明会に出る場合は、その時にブースに来るよう促すなどの行動を取ってください。 

  ただし、IMS授業中に会社案内や説明会のパンフを渡すことは禁止です。 

 

Point 後日 
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 ・IMSへ参加した学校、先生へ、サロンとしてお礼を（ハガキなど） 

 ・出来る限り早いタイミングで別途先生のアポイントをとり訪問し、募集要項、指導方針を伝えましょう。 

 ・会社説明会（ある場合）への出席をしてください。（お申込みは事前に、早めに） 

 

Ｑ：ＩＭＳで行った学校とは、その後、どうすればいいのか？ 

Ａ：ＩＭＳの時に、しっかり先生と名刺交換をし、後日、アポイントを取り、先生との面談を 

  してください。自社の採用や育成の方針をしっかり説明する面談をしてください。 

 

 

 

IMP&IMS ご参加同意事項(IMP 申込書記載事項) 

 一般社団法人一生美容に恋する会が主催するプレゼンテーションスキル向上を目的とした全４回の研修プロ

グラム（Impression of My Powertalk）（以下「IMP」）について、以下の全てについて承諾いただけるサロン様

のみ申込みいただけます。また、所定のルールに基づき IMP 受講サロンの従業員のみが、一般社団法人一生美

容に恋する会主催の美容学校でのキャリア教育授業（Imagine of My Self）（以下「IMS」）に登壇いただけま

す。IMSについても、以下全て確認し承諾ください。 

 

【IMP／IMS とは】 

□ IMP、IMS とも、一般社団法人「一生美容に恋する会」（以下、一恋）が主催し、㈱コンプラットが運営す

るプレゼンテーションスキル向上を目的とした、全４回の研修です。 

□ IMSとは、一恋主催、理美容学校学生のための「キャリア教育授業」です。 

【「一生美容に恋する会 」 会員制度ついて】 

□ 一生美容に恋する会は美容界の価値向上を目指す団体であり、一般社団法人です。 

□ IMP研修、IMS 授業へは、一恋会員サロン（ユニット会員／一恋メンバー会員）が参加できます。 

□ 一恋会員サロンは一恋 主催の様々な研修、企画に会員価格で参加いただけます。 

□ 一恋会員サロンへは、会報誌やニュースレターメルマガ等の媒体で情報をお届けいたします。 

【ご参加にあたっての重要事項】 

□ 心身ともに健康な方がご参加ください。精神疾患をお持ちの方の参加はお受けできかねます。 

□ IMP は様々なサロンの集合研修です。プログラムの必要性から研修中受講生同士の交流もありますが、主

催、運営として研修時以外の受講生同士の連絡先の交換や交流を推奨することはありません。研修に関係

ないと一恋が判断する、勧誘や営業活動の一切を禁止とします。発覚した場合、以降の研修受講を禁止す

ることもあります。 

□ お申込書、会員専用 webシステム内の貴社及び貴社従業員の個人情報は、一恋が管理し、一恋及び ㈱コン

プラットが運営や必要なご案内のために使用します。 

□ 会員専用 Web サイトやメール、YouTube、SNS 等を利用します。 PC、インターネット環境を用意ください。 

□ お支払いは、お申し込み翌月末日でお願いいたします。分割の場合、翌月末からのお支払いを原則として

おります。なお、キャンセル料につきましては、下記の通りです。 

第１セッション開始の 40日～21日前：10％、20 日～11 日前：20％、10 日～ 5日前：50％、 

4日～ 2日前：70％、前日：80％、当日以降：100％ （ご連絡なく不参加の場合も含みます）  

□ 反社会勢力と関与がある方、企業のご参加はいただけません。発覚した場合には、即時契約解除の対象と
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なります。その場合には、受領済みの受講料金は一切ご返金できません。受講料金のお支払いが未了の場

合には全額ご請求するものとします。  

□ この同意事項に定める内容以外での損害が発生した場合は、受講料を上限として賠償する責任を双方が負

います。  

□ 本契約に関し、生じた紛争については、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とします。 

【プレゼントレーニング研修 IMP について】 

□ 天災・荒天などの不可抗力や、講師の急病などにより、延期する場合があります。 

□ 延期に伴う営業補償や宿泊費・交通費など（キャンセル料含む）の補償は一切いたしません。 

□ 受講人数はお申込み種別に応じ、「３名まで」「６名まで」となります。 全日程、同一の「固定メンバー」

での受講をお願いします。原則、美容師／理容師の免許取得者が対象です。なお、修了と認められるのは、

欠席回数１回までです。それ以上の欠席がある場合、IMS登壇はできません、ご了承ください。 

□ 研修効果を妨げる受講態度（頻繁な遅刻、早退、否定的発言など）が見られる場合、以降の出席をお断り

することがあります。その際の返金は致しません。 

□ 【振替受講制度あり】受講コースでの欠席があらかじめ判明している場合は、他コースへの「振替受講」

も可能です、初回セミナーで振替申請方法をお伝えします。 

□ 【欠席遅刻連絡】やむを得ず欠席、遅刻の場合は、その都度事務局にメールください。欠席は返金対象に

なりません。 

□ 各回セミナー終了後、Web システムに開催レポートを掲載します。責任者、受講生は必ず目を通してくだ

さい。 

□ セミナーは、すべて見学いただけます。責任者の方の見学をお勧めします。 

□ IMP ノート等の成果物の著作権一切は、一恋に帰属します。許可なく、復習の目的以外に使用しなしでく

ださい。 

 

【美容学校での授業 IMS について】  

□ 天災・荒天などの不可抗力や、講師の急病などにより、延期、中止する場合があります。また、開催日時

決定後も、やむを得ない事情で日時変更、中止のケースがあります。ご了承ください。（学級閉鎖、退学が

相次いだ、サロンへのクレームなどの理由で中止がありました。） 

□ 延期、中止に伴う営業補償や宿泊費・交通費など（キャンセル料含む）の補償は一切いたしません。 

□ IMSは会社説明会ではなく、学生のための「キャリア教育授業」です。授業中の自社 PR は NG です。また、

知り得た学校関係者、学生の秘密情報は口外しないでください。 

□ IMS参加に必要な交通費、宿泊費などの経費は、御社負担となります。 

□ 同一 IMS 企画へのプレゼン登壇は、１社から 1名です。同行者は IMP 受講メンバー以外の方も可能ですが、

人数は学校によって制限があります。 

□ IMS登壇権利は、IMP 受講生で、欠席が１回以内の方とします。また、過去ダントツ塾や IMP 修了生で、今

期当該企業が IMP に参加の場合も IMSへの登壇権利があります。 

□ 1 社につき、最低３つの IMS 授業登壇権利があります。ただ、出場できる地域、学校を保証するものでは

ありません。その登壇申込みは、「エントリー」として、Web システム上からお申込いただきます。IMS 登

壇募集期間終了後、学校と一恋が協議にて出場社を決定し、出場可否は、web システム及びメールにてお

知らせいたします。 
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□ IMS出場決定は下記の基準で選考します。必ず希望通りに出場できるとは限りません。 

・「IMS出場希望校調査」で【第１希望】とした IMS 授業に１次募集締め切りまでにエントリーした場合 

 ・１次募集締め切りまでにエントリーした場合 

 ・その時点で、出場回数が少ない（３回以下） 

 ・IMS出場決定後の、自社都合での出場キャンセルがない  

 ・弊会から依頼のアンケートなどの提出がある 

 ・卒業生がいる（コメント欄に卒業年度など明記すること） 

 ・学校の近隣、沿線などにある（コメント欄に明記すること） 

 ・学校からの指定条件（社保完備、取り組みメニュー内容など）を満たしている 

（表示上位のものが優先適用されます） 

□ IMS についてのお問合わせ、要望は全て一恋へ直接お願いします。「出場したい」という学校への要望や、

「IMS に出場予定であること」を理由とした先生へのアポ依頼は IMS 継続開催の妨げとなります。また、

一恋の紹介と称しての、IMS 開催校への訪問はお控えください。特別に事情ある場合は、学校へアプロー

チされる前に、弊会へご相談ください。(info@isshoubiyou.com) 

□ 以下に該当する場合、一恋の判断で IMS 出場を以降禁止する場合があります。この際、返金対象とはなり

ません。 

① 学校からサロンへのクレームがあった場合 

② IMS授業の無連絡遅刻や欠席 

③ IMS授業でのプレゼンの質向上がみられない場合 

④ IMS授業グランドルール（IMPノートに掲載）に反する行為があったと一恋や学校が認めた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本誌の社外配布、２次利用は禁止します。 
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------------------------お問い合わせはこちらへ ------------------------------- 

 

◆IMP セミナー、学校授業 IMS の開催日時、会場、登壇者変更 

◆IMS エントリーに関するお問い合わせ 

【一恋事務局】 

 mail : info@isshoubiyou.com 

 TEL：03-5942-1611  (9:30～19:30/土日祝除く) 

 FAX：050-3730-1633 

mailto:info@isshoubiyou.com

