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一般社団法人 一生美容に恋する会  東京都世田谷区桜上水 4-7-5 三星ビル  03-5942-1611 

 

                       2019年 4月 1日 改定 

継続ご受講者専用 先行ご案内 

第３期 IMP開催概要・改定のお知らせ 

 

拝啓  

立春の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、心より感謝申

し上げます。 

この度、2019年 9月スタート第 3期 IMP研修 募集開始にあたり、一生美容に恋する会では、学校の要望、

学生の変化、サロン様の経営環境の変化などを鑑み、本年は、より一層のリニューアルをさせていただく事

といたしました。下記に改定いたしました二点についてお知らせいたします。 

私どもも皆様のご期待に沿えるよう、より一層の精進を重ねる所存です。今後とも変わらぬご愛顧を賜り

ますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。まずは略儀ながら書中にてお知らせいたします。 

敬具 

 

   一般社団法人 一生美容に恋する会  

代表理事 河島 健 

 

 

IMP 研修回数の改定について 

 

改定前 改定後 

１コース 6回     ➡ １コース 4 回 

 

 昨年度まで全６回の講習で取り組んで参りましたが、各方面のサロン様より  

「休日にスタッフを講習に出すのが難しい」「現場の人数が少ないので、６回は多いと思う」というお声を

いただくことが多くなりました。 

つきましては、これまで６回の講習回数で実施してまいりましたが、 会員様の要望にお応えし、全４回

の講習へ変更とさせていただきます。４回への変更により、今までの質を担保するのに苦心は致しますが、

講習と講習の間に、個別サポートもしくは補講を用意させていただき、IMP 研修の質が担保され・受講生の

スキルアップが十分になされるよう努めてまいります。ご理解いただけると幸いでございます。 

 

一恋メンバー会員会費について 

  

一恋メンバー会員費として 年会費 6 万円/社 

 

 美容学校キャリア教育授業 IMS は、2010 年以降、全国で実施して参りました。この IMS を学校、学生、

美容業界になくてはならないものとして、今後も開催継続、拡大をして参る所存です。しかしながら、運営

や普及活動に関わる費用について、弊会での負担だけでは継続が難しく、一恋会員の皆様から年会費という

形でご協力賜りたく存じます。今後も、会の活動にご賛同・ご協力をいただければ幸いです。（既にユニッ

ト会員のサロンさまは、新たに入会いただく必要はありません。） 
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2019 年 9 月スタート 

第３期 IMP開催概要＆お申込書類 一式 

 

IMPベーシックコース 日程   ＊2019 年から 2020 年にかけての日程です。 

コース名 曜日 
定員社数 

(継続は１7社定数) 
第１セッション 第２セッション 第３セッション 第４セッション 

東京 A 火 25 社 9/17 *1 11/12 1/21 3/10 

東京 B 火 25 社 10/8 12/3 2/4 4/7 

東京 C 月 25 社 10/7 12/2 2/3 4/6 

東京 D 火 25 社 1/28 3/17 5/12 7/7 

名古屋 A 月 25 社 10/21 11/25 *2 2/10 6/15 

大阪 A 月 25 社 11/18 *3 1/27 3/23 6/8 

大阪 B 木 25 社 12/5 2/20 4/16 6/18 

※＊１／＊２／＊３は、日程を変更させていただきました。 

フォローサポート 上記日程以外の受講期間中に、必要に応じてご利用いただけるよう、訪問もしくは、集合形式の

フォロー日程を設けます。（※日程／時間帯は、コース内でご案内） 

 

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） 

 

受講対象者 １社３名、もしくは６名までの同一参加者で、全日程をご参加ください。 

  参加実績が３期連続以内のサロン様は、第１セッションへ責任者のご見学必須です。 

 

 

IMP 受講料 １社単位でのご受講です。継続受講と新規受講では料金が異なります。 

＊ご継続受講の料金適応は、５月末日までのお申し込みとさせていただきます。 

受講種別 受講人数枠 継続受講料金(5月まで適応) 新規受講料金（6 月以降適応） 

シングル １社３名まで 18 万円（税別） 24 万円（税別） 

ダブル １社６名まで 36 万円（税別） 48 万円（税別） 

※一恋主催の IMP 研修、IMS 授業へのご参加は、一恋「一恋メンバー会員」もしくは、「ユニット会員」サロンである

こととし、所定の会費を納めていただくことといたします。 

 一恋メンバー会員会費  １社 年会費として 6 万円（分割でのお支払い可） 

     ＊別途「メンバー会員の権利と約束 (会員規約)」がありますので、必ずお読みください。 

支払方法  お支払回数は、申込書でご指定ください。支払開始は原則、お申込み翌月からです。 

                 

IMS 授業参加 

第３期 IMP 参加で登壇可能な≪学校授業 IMS≫は 2020 年 1 月～12 月開催分です。 

《第3期IMP開催日程》※2020年5月25日最新版 赤字:日程変更回

9月17日 11月12日 1月21日 8月4日

東銀座ソマール会議室 神田フォーラムミカサエコ 神田フォーラムミカサエコ 神田or東銀座 予定

10月8日 12月3日 2月4日 8月25日

神田フォーラムミカサエコ 神田フォーラムミカサエコ 神田フォーラムミカサエコ 神田or東銀座 予定

10月7日 12月2日 2月3日 8月24日

月島区民会館 日本橋公会堂 堀留町区民会館 中央区内予定

1月28日 7月7日 9月1日 10月6日

神田フォーラムミカサエコ 東銀座ソマール会議室 神田フォーラムミカサエコ 神田or東銀座 予定

10月21日 11月25日 2月17日 6月15日

ウィンクあいち 名古屋国際センター 名古屋国際センター 名古屋国際センター

11月18日 1月27日 6月8日 8月3日

大阪長堀貸し会議室 大阪長堀貸し会議室 大阪長堀貸し会議室 大阪長堀貸し会議室

12月5日 2月20日 6月18日 8月20日

大阪長堀貸し会議室 大阪長堀貸し会議室 大阪長堀貸し会議室 長堀予定

第４セッションコース名 曜日 第１セッション 第２セッション 第３セッション

東京D 火

名古屋A 月

東京A 火

東京C 月

東京B 火

online特別回
Zoomにて（プログラムは特別ver.）

６月２３日（火）　事前申込制対面集合は心配な方の為の特別回
リアルセッションの1回分として出席カウント可

大阪A 月

大阪B 木
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IMP&IMS ご参加同意事項 

 一般社団法人一生美容に恋する会が主催し、株式会社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 ご受講いただいたサロン従業員のみ

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、以下について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）が主催するものです。 

□ IMP の研修実施、運営などは、一恋から株式会社コンプラットへ委託しております。 

□ 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出ません。 

□ 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 システムやメール、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。 

【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」の参加

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

までとなります。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。 
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□ 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。 

□ 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。 

□ 各トレーニング終了後、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。 

□ トレーニングは、すべて見学できます。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、「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 企画でのプレゼン登壇登壇は、１サロンから 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 受講性で、欠席が１回以内の方とします。また、過去のダントツ塾や IMP 修了生で、現在当

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。 

□ 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 

 ②IMS 授業の無連絡遅刻や欠席 

 ③IMS 授業でのプレゼンの質向上がみられない場合 

 ④IMS 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 
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第３期 IMP 参加申込書 （継続サロン様用） 

この度は「IMP」へのお申込みありがとうございます。下記をご記入、FAX でのご提出を以て受領といたします。 

申込日        年     月      日 

法人名：                     印 
採用責任者氏名： 

IMP&IMS についてご連絡します。 

社長氏名： 
採用責任者 

電話番号等 

携帯番号                  LINE ID（任意）： 

所属店舗番号 

郵便番号  住所 
 

E-mailアドレス 

ご連絡は e-mail となります。採用責任者の方が一番利用しているアドレスをお願いします。 

「IMP×IMS ご参加同意事項」をよく読み、下記の□に、チェックをお願いします。 

□ 別紙の「IMP×IMS ご参加同意事項」をよく読み、内容に全て同意しました。 

IMPお申込内容 

 

IMP日程から参加ご希望コースをお書きください。       希望コース               （例：東京 B） 

申込種別       □シングル（３名まで） 18万円（税別）       □ダブル（６名まで） 36万円（税別）   

お支払回数   ＊１：お支払いは一恋の請求書に従って、お申込み翌月末より、お願い申し上げます 

     □ 一括       □ ２分割払い      □ ４分割払い 

一恋メンバー会員お申込   

別紙「一恋会員規約」をよく読み、下記の□に、チェックをお願いします。 

           □ 「会員規約」を読み、内容に全て同意しました。 

お支払回数 （下記いずれかにチェックを入れてください） 

□ 一括     □ いま現在ユニット会員である     □分割希望につき、後日連絡希望 

備考  □ 理容学生のみの採用を検討している場合は☑を入れてください 

□ 理容学生のみの採用予定です 

通信欄 ＊一恋へご連絡がありましたら、ご記入ください。 

 

 

 ＊ご請求書の宛名、送付先が上記法人名、住所と違う場合は、下記にご記載ください。 

    宛名                          住所 〒    -                                                           

FAX 送信先  ⇒ 050-3730-1633 


