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                       2020 年 5 月 27 日 改訂 

 

 

 

 

継続受講サロン様専用 特別ご案内 

第４期 IMP開催概要【改訂版】のお知らせ 

 

拝啓  

新緑の候、貴社におかれましてもこの未曾有の災禍の中、一丸となり難局に立ち向かわれていることと存

じます。皆様変わらずお元気でおられますこと、一恋一同祈念しております。 

 

この 2月「2020年 9月スタート第４期 IMP研修の募集」として開始させていただきましたが、 

この災禍による状況変化に応じ、検討を重ねた結果、開催概要並びに日程について、変更させていただく

運びとなりました。皆様の安心安全を最優先とし、新たな生活様式に合わせた IMP 研修／IMS授業を実施し

てまいります。 

つきましては『【改訂版】第 4期 IMP 研修』として改めましてご案内申し上げます。 

皆様にはお問い合わせ多くいただき、大変お待たせしてしまいましたがご査収くださいますようお願いい

申し上げます。 

具体的には、 

・IMP 研修日程の繰り下げ： 9月スタート ⇒ 11月スタート 

・IMP オンラインコースの新設追加 

・IMS 授業 登壇権期間： 1～12月一年間 ⇒ 4月～翌年 3月の一年間 

 

このご時世だからこそ、美容学生の不安と、学校のニーズに寄り添い、キャリア教育授業や各種発信等の

活動の手を休めるのでなく、むしろ一層の活動をしていく必要性と使命を感じております。 

サロンの皆様からのご期待にもお応えするべく、更なる精進を重ねる所存です。会員の皆々様には変わら

ぬご理解とご協力を賜りますよう、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 

 

 

 

 

 

2020 年 5月 27 日 

   一般社団法人 一生美容に恋する会  

代表理事 河島 健 
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2020 年 11 月スタート 

【改訂版】第４期 IMP開催概要＆お申込書類 一式 

IMPベーシックコース 日程        ※2020 年から 2021 年にかけての日程です 

コース名 
曜

日 

定数 

(継続１7社

限定) 

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 

(新)OnlineA 月 10 社 1/25 3/15 5/10 任意の対面コース合流 

(新)OnlineB 火 10 社 12/15 2/16 4/27 任意の対面コース合流 

東京 A 火 25 社 11/24 2/2 4/13 6/15 

東京 B 火 25 社 12/8 2/9 4/20 6/29 

東京 C 月 25 社 12/7 2/8 4/12 6/28 

東京 D 火 25 社 1/26 3/16 5/11 7/13 

名古屋 A 月 25 社 11/30 2/1 4/26 7/5 

大阪 A 月 25 社 12/14 2/15 4/19 6/21 

フォロー講習（無料オプション） 上記日程以外の受講期間中、さらに学びたい受講生が利用いただけるよう、 

リアル or online フォロー講習（各エリア 1～2 回開催予定）を設けます。（※開催日時、お申込後ご案内） 

 

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

＊終了時間は、研修進行により多少前後することがあります。     

 

会場  東京:23 区内、名古屋:名駅 周辺、大阪:長堀橋 周辺（いずれも予定） 

         online コース:動画通話アプリ Zoom 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。 

  参加実績が連続３期以下のサロン様は、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／ 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、10 月末日※1:5 月末から延長 までのお申し込みに限らせていただきます。 

受講種別 受講人数枠 継続受講料金(10月まで適応) 新規受講料金（11 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、「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、

所定の会費をお納めいただくこととします。      ※後述「一恋メンバー会員規約」必ずお読みください。 

                 

IMS 授業登壇 

第４期 IMP 参加で登壇可能な≪学校授業 IMS≫は 2021 年４月～2022 年 3 月※2開催分です。 

                  ※2：1月～12 月期間から変更 
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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主催、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

み可能です。また、所定のルールに基づき IMP 受講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、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。 

□ 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／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、企画に会員価格でご参加いただけます。 

□ 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】 

□ 心身ともに健康な貴社従業員の方がご参加ください。 

□ 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。また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、以降研修受講を禁止することもあります。 

□ お申込書、会員専用サイト内の貴社及び貴社従業員の個人情報は、一恋が管理し、運営や必要なご案内のために

使用します。 

□ 会員専用サイトやメール、LINE、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。 

□ 延期に伴う受講辞退の受講費返金、営業補償や宿泊費・交通費等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、修了認定は欠席回数１回迄です。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
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とがあります。その際の返金は致しません。 

□ やむを得ずの欠席、遅刻は、事務局にご連絡ください、振替制度もあります。欠席は返金対象になりません。 

□ 各トレーニング終了後、会員専用サイトに開催レポートを掲載します。責任者、受講生は必ずお目通しください。 

□ トレーニングは申出不要で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、社内での復習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。（天候不良、災害、学級閉鎖、サ

ロンへのクレーム等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、

学生の個人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、通信費などの経費は、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 登壇者は、IMP 受講生かつ、欠席が１回以内の方とします。また、旧ダントツ塾や 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（本申込）」と言い、会員専用サイトからお申込いただきます。IMS 登壇

募集期間終了後、学校と一恋の協議にて登壇サロンを決定し、出場選考可否は、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（本申込）した場合 

 ・その時点で、IMS 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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                2020年 1月更新 

一般社団法人 一生美容に恋する会 メンバー会員規約 

 

【 一生美容に恋する会 趣旨 】 

一般社団法人 一生美容に恋する会（以下、一恋）は、美容の仕事の魅力の伝承、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。 

会員の皆様には、業界貢献活動の一環として当会が主催するイベントへの参加のほか、美容業界に従事する人材の

育成・教育の支援を、情報発信や場の提供を通じて行ってまいります。 

 当会の会員であることは、上記の記載事項に賛同する表明でもあり、美容の仕事に携わる人、またこれから携わろ

うとする人材やその育成機関への支援表明でもあります。 

 一恋の「メンバー会員」とは、一生美容に恋する会の趣旨に賛同して入会した法人やサロンのことであり、以下メ

ンバー会員の詳細と一恋が会員様に向けてご支援・ご協力させていただく内容になります。 

会員種別 メンバー会員 

詳細 一般社団法人 一生美容に恋する会の活動にご賛同いただき、美容業界に従事、またはこれか

ら働くことを志す人材の支援を行い、美容業界全体の価値向上に貢献する。 

支援・協力内容 1.従業員の育成・教育の支援 

IMP 研修等を含めた、業界従事者への教育の一環として 

一人一人の人材の価値を高め、業界に貢献する人材の支援を致します。 

2.貴社開発商品の紹介 

一恋を通じて貴社の独自商品を紹介させていただき、会員全体で 

情報共有を行うことで、美容業界の新しい価値の創出にご協力を致します。 

3.一恋主催イベントでの講師活動 

一恋主催イベントの講師活動を通じて、新たな情報や独自の価値観を共有し 

美容業界の活性化に協力致します。 

4.一恋発行情報の購読 

5.一恋ロゴの使用 

会員期間中、御社の HPや会社案内に一恋のロゴを使用いただけます。 

 

 

6.専門学校と協力して行う IMS 授業への参加 

貴社から選出された人材の講師登壇を通じ、美容学生等後進の育成活動に協力致します。 

7.IMP はじめ、一恋主催イベントへ会員価格参加 

会員様のみの特別価格でご参加いただけます。 

会員期間と 

更新について 

会員期間は毎年 1 月から 12 月の一年間とし、自動更新を基本といたします。 

期の途中からの入会については、申込当月から会員期間スタートとなります。 

※10 月末日までに翌年の退会のお申出をいただいた場合、その年の 12月末日で退会となります。 
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会費 年会費 ６万円（税別） ※基本一括お支払い（分割でのお支払い希望はご相談ください） 

期の途中からご入会の場合は、入会当月分より年会費を月割りで申し受けます。 

ご入金方法 お申込み翌月にご請求書を発行させていただきますので、銀行振込にてお願いいたします。 

※ユニット会員サロン様にも、上記権利は付与されます。 

 

会員お申込みをもって、下記会員の約束、個人情報に関する注意事項に同意したものとします。 

必ずご確認ください。 

１、会員は、下記の項目について、積極的に協力することとする。 

・一恋の求める情報の開示 

 一恋の趣旨を表す活動への利用のために、従業員の就労状況や離職率、賃金体系などの開示を、 

 アンケート等の手段でお願いすることがあります。 

・年会費の納付 

・会員サポート内容への協力 

会員企業の各種取り組みや講師活動等についてヒアリングや取材、 

講師活動などへの協力を依頼することがあります。 

   ・一恋の HP や会報誌に貴社名、サロンブランド名、HP の URL を掲載すること  

 

２、会員期間中の退会、会員期間の更新について 

・会員期間途中の退会について 

随時受け付け、退会希望月の前々月末までに退会をお申し出ください。年会費の返金はできかねます。 

未納年会費がある場合は、残金をお支払いいただきます。 

・会員期間更新について 

原則自動更新です。更新ご希望でない場合は、会員期間終了月の前々月末日（前年 10 月末日）までに、

退会をお申し出ください。 

・退会申請について 

事務局への「退会届」書面 FAX にて承ります、用紙は一恋会員専用ページよりダウンロードください。 

 

３、会員の個人情報の扱い方について 

・メンバー会員は、その活動の中で、自身の写真・動画・その他これらに類するものの撮影をされることを 

許可し、広告、宣伝(SNS・ブログ等を含む)のために無償で使用されることを認めます。 

・メンバー会員は、その活動の中で、他の参加者の写真・動画・その他これに類するものの撮影を禁止します。 

ただし、一恋が許可した撮影、もしくは投稿した SNS・ブログをシェアすることは認めます。 

・メンバー会員は、一恋に提供した個人情報を、以下の目的で使用することを認めます。 

１）一恋からの、関連情報提供のため 

２）一恋の活動趣旨を形にするための各種取り組みを進めるため 
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第４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日程表よりご参加希望コースを記入ください。     希望コース               （例：東京 A） 

 

※受講スタッフについては、申込時の申告不要です、受講コース開始 1か月前までに受講生登録お願いいたします。 

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 

一恋メンバー会員について  

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。 

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 


