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第９期 ダントツ塾「人が育つ採用コース」一式 

 

 

１、 全国１８０社限定 

 第９期ダントツ塾は全国１８０社限定で実施します。またサロン様の IMS 出場希望エリアによっては、

希望の偏りがあった場合、全国の申し込み数に関係なくお断りするケースが予想されます。これは学校の授

業数のバランスとダントツ塾のクオリティを維持するためです。ご理解のほど、よろしくお願いします。 

 お申し込みは、申し込み FAX の到着を持って完了とします。 

 

 

第９期 ダントツ塾 「人が育つ採用コース」 開催基本日程 

 

第９期ダントツ塾は下記の概要での開催を予定しております。 

 

＊ ダントツ塾 ベーシックコース 基本日程   ＊１月以降の日付は２０１8 年です。 

コース名 
曜

日 

定員 

(継続は各１８社メド) 
主講師 第１ 

第２ 

（伊藤担当） 

第３ 

（菊池担当） 
第４ 第５ 第６ 

東京 A 火 25 社 菊池 9/19 10/17 11/14 1/23 2/20 3/20 

東京 B 火 25 社 伊藤 12/12 1/16 2/13 4/3 5/8 6/5 

東京 C 月 25 社 伊藤 10/30 11/20 12/11 1/22 2/19 3/19 

東京 D 火 25 社 伊藤 1/30 2/27 4/10 5/15 6/12 7/3 

名古屋 A 月 25 社 伊藤 11/13 12/4 1/29 3/5 4/2 5/14 

大阪 A 月 25 社 菊池 9/25 10/23 11/27 1/29 2/19 3/26 

大阪 B 月 25 社 菊池 1/22 2/26 3/12 4/16 5/21 6/11 

 

＊ ご都合が悪い場合は、他日程への振替参加が可能です。例えば、東京Ａコースにご参加で、10 月 17 日がご都合悪い場合は、

同じ第 2 回の 1 月 16 日などへの振替が可能です。 

＊ 主講師に関わらず、第２セッションは全コース、伊藤が担当、第 3 セッションは全コース、菊池が担当します。 

 

＊ 時間 第１セッション 10:00～17:00 （開場 9:45 ） ランチ休憩 1 時間 

＊ 第２セッション以降、全日程 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 東京は都内、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） 

 

＊ 参加者 参加種別によって１社３名、もしくは６名までの固定メンバー 
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基本日程への新規参加、前期不参加サロン様用料金表 

参加種別（新規・前期不参加の場合） 参加研修 新規・前期不参加料金 

基本ベーシック １社３名まで 24 万円（税別） 

基本ダブル １社６名まで 48 万円（税別） 

 

支払方法 

 支払回数は、申込書で指定ください。支払開始は、原則、お申込み翌月からです。 

 

ＩＭＳ出場について 

  学校の授業（IMS）全国総数は、1 社 3 つ以上の数を用意しています。 

 出場希望は募りますが、必ず希望通りに出たい学校にでられる保証はありません。 

  

IMS 出場数での料金変動はありません。 

IMS は、研修の一環であり、トレーニングの本番という位置づけです。 

  

2018 年１月から 2019 年 12 月までの IMS への出場権利があります。 

 

 第１セッションが 2018 年 1 月 1 日以降のコースにご参加の場合、 

第１セッション終了後の開催 IMS にエントリー、出場できるものとします。 

  

＊出場数は平均 6 回程度、過去最高は 23 回です。 

 

 

【 新卒採用鉄板パック 】 

 

  「成功する採用ノウハウ １日講座」との、セット受講の場合は 

  採用確率が９２％となっています。（２０１５年４月入社実績） 

  新卒採用を目的として「ダントツ塾」にご参加の場合、セット受講をオススメします。  

  同時お申し込みに限り、それぞれの価格より、２４，５００円 OFF となります。 

  （成功する採用受講価格 １社５名まで。98,000 円（税抜き）） 

  ダントツ塾お申込書のチェック蘭に☑ を入れてください。 

 

  料金例） ダントツ塾２４万円 ＋ 成功する採用 98,000 円 合計 338,000 円 

   セット受講価格 289,000 円（税抜き） 

   （各 24,500 円引き、合計 49,000 円引き） 
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ダントツ塾 ベーシックコース ご参加同意事項 

 

 お申込みいただく研修は、「第９期 ダントツ塾」となります。 

 以下をご確認、ご同意いただいたうえで、最終ページの申込書にご署名の上、FAX をお願いします。 

 

【ご参加にあたって】 

□ 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ご参加はお受け出ません。 

□ ダントツ塾は一般社団法人「一生美容に恋する会」（以下、イチコイ）の推奨研修です。 

運営実施はコンプラットが行いますが、イチコイを介してのお申込となります。 

よってお支払は、イチコイへのお支払いとなり、ご請求書も別になります。 

プレミアムコースは、コンプラットからのご請求となります。 

□ 専用の Web システムとメール、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。 

□ 資料は PDF 形式が主となります。PDF 閲覧ソフトは無料でインストールできます、事前にご準備ください。 

□ 第１セッションは、採用責任者、育成責任者も対象とした内容を行います。特に、継続参加が３期以内のサ

ロン様は、責任者のオブザーブ参加を必須とします。 

 

【全６回のトレーニング研修について】 

□ 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。 

□ 参加人数は、お申込みの「参加費種別」に応じて、「３名まで」、「６名まで」となります。 

全６回「固定メンバー」での参加をお願いします。原則、美容師、理容師の免許を持っている方対象です。 

□ 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。返金は致しません。 

□ 申込みコースで受講できない回があるスタッフは別のコースの同じ回にそのスタッフ単独で振替えできます、 

事務局にメールで申請ください。 

□ 「固定メンバー」が、振替も日程が合わず、やむを得ず欠席の回のみ、代理スタッフの参加が可能です。 

その都度、事務局にメールください。欠席は返金対象にはなりません。 

□ 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。 

経営者・責任者様が、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。 

□ キャンセル料につきましては、下記の通りとなっております。 

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） 

【美容学校での授業 IMS（Imagine of My Self）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。 

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。 

 御社は、学校にとっては授業協力サロン様となります。 
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□ 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 IMS 企画でのプレゼンは、１サロンから 1名です。 

同行者はダントツ塾参加スタッフ以外の方も基本的に可能ですが、人数は学校によって制限があります。 

 

□ 「固定メンバー」が美容学校授業 IMS にも登壇者として出場できます。また、過去の本コース全６回の 

修了生は、会社がダントツ塾に参加の限り、登壇が可能です。 

 

□ 各社３つ以上の割合で開催数を用意しています。出場上限数はありません。 

 サロン近郊の都市部のエントリーだけだと３つ出られないケースもあります。 

□ IMS への出場希望は、Web システムで受け付けます。希望の表明を「エントリー」と言います。 

募集期間終了後、学校とコンプラットの協議のうえ、出場を決定します。 

□ IMS 出場決定は、下記の基準で選考しますので、希望通りに出場できるとは限りません。 

（選考基準は表示上位のものがより優先適用されます） 

 ・「出場希望リスト」で【第１希望】とした IMS 企画に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サロン優先 

・その時点で、出場回数が少ない（３回以下） 

・IMS へエントリーOK 後の、自社都合での出場キャンセルがない 

・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 

・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 

・弊社から依頼のアンケートや感想の提出がある 

・ダントツ塾トレーニング出席が１００％ 

□ 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。） 

□ IMS は学生への御社の認知度アップ、先生とのパイプつくり、人間関係づくりをスムーズに運ぶための 

ものです。出場だけで、待っていても採用にはつながりません。基本的な採用活動（求人票提出、ガイダン

ス出席、先生との面談等）は御社で行ってください。 

□ 予定にない学校での IMS 開催希望があれば、学校をご紹介ください。 

 

□ IMS は社団法人イチコイ主催です。お問合わせ、要望はイチコイ、またはコンプラットへ直接お願いします。

「出場したい」という学校への要望は IMS 継続の妨げとなる場合があります。 

また、コンプラットや社団イチコイの紹介と称して、IMS 開催先の学校への訪問はやめてください。特別に

ご事情がある場合は、学校へアプローチされる前に、弊社へご相談ください。 

□ レッドカード１回、イエローカード２回で IMS 出場停止とします。 

レッドカードとは、学校からサロンあてのクレームがあった場合。 

イエローカードとは、①IMS への無連絡遅刻、②IMS プレゼンの質がいつまでも上がらない、③IMS グランド

ルールに反する行為、このいずれかに該当する場合です。返金対象とはなりません。 

□ 学校からのクレームが原因で IMS 開催が取り止めになった場合、 

サロン様になんらかの補償を求めることがございます。 
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第９期 「ダントツ塾 人が育つ採用コース」 参加申込書 

この度は「ダントツ塾 人が育つ採用コース」への申込みありがとうございます。「同意事項」をご確認の上、下記をご記入、FAX をお願いします。 

 

申込日          年        月         日 

法人名：                            印 
採用責任者氏名： 

ダントツ塾&IMS についてご連絡します。 

社長氏名： 
採用責任者 

直通電話（携帯） 

 

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。 

□ ダントツ塾 基本日程 

 

ダントツ塾基本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Ａ） 

申込種別  □ベーシック（３名まで） 24 万円（税別）         □ダブル（６名まで） 48 万円（税別）   

お支払回数   ＊１：お支払いは社団法人イチコイの請求書に従って、お申込み翌月末より、お願い申し上げます 

     □ 一括       □ ３分割払い      □ ６分割払い 

 

    ＊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 〒    -                                                             

【新卒採用鉄板パック】について   

  「成功する採用」とのセット受講の場合は採用確率が９２％となっています。（２０１５年４月入社実績） 

  新卒採用を目的として「ダントツ塾」にご参加の場合、セット受講をオススメします。  

  同時お申し込みに限り、２４，５００円 OFF となりますので、ご希望の場合は、下記の□にチェックを入れてください。 

 

                       □ 「成功する採用」とのセット受講を希望します。  

備考     IMS 出場の希望エリア、都道府県などについて、特にこだわりがある場合はご記入ください。 

     （たとえば、千葉県の学校にしか出たくない、など） 

 

      また、ダントツ塾受講に伴って、助成金を活用されるご予定の場合は、チェックを入れてください。  □ 

FAX 送信先  ⇒ 050-3730-0376 

 

アライアンス 経理 回数 


