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"マナーを学び、自由を手に入れる！"
誰もが抱いたことがある、マナーに対する苦手意識や緊張感。
実はマナーを沢山学んでいる人ほど不安を抱くようになると言われています。
なぜならマナー本によっても正解は違い、絶対の正解が存在しないからです。
 
マナーは限りなく奥が深く、一歩学び方を間違えてしまうと「これはNG、あれをやったらNG」
と学ぶ程不安になり、自分の振る舞いにも自信を持てなくなってしまいます。
 
APICは「日本一ストレスフリーのマナー講座」をコンセプトに
「マナーを広めることによって、自信を持って自由に生きられる人を世の中に増やしたい！」
という思いで、OKの幅を増やす為のマナー講座を開催しています。
 
美しい作法を広めるだけでなく、マナー本来の価値やメッセージを共に世の中に広め、
誰もが自信を持ち自由に生きられる世の中を創っていきましょう！

APICマナー講座が目指すもの
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一般社団法人アジアパシフィ
ック・イメージコンサルタン
ト協会（APIC)は、イメージ
コンサルタント業界のレベル
向上に貢献するべく、厳格な
認定プログラムを設けていま
す。 
 
認定資格は、そのスキルの豊
富な順に1級～4級（国際イメ
ージコンサルタント）、5級
（国際マナー講師）、アドバ
イザーのランクがあり、認定
取得後は、認定ランクの表記
と共にAPICの称号やロゴをウ
ェブサイト、名刺や肩書きに
記載することができます。

APIC認定資格一覧

1-5級取得者用 アドバイザー用 4



イメージコンサルタントは、
「印象」の戦略家です。
 
イメージコンサルタントはファッ
ションアドバイスに留まらず、対
人スキルやコミュニケーション、
立居振舞なども扱います。

 近年、イメージコンサルタン
トが増えて居ますが、マナー
やコミュニケーションなどの
内面を扱うコンサルタントが
業界では圧倒的に不足してい
ることからも、APICでは、マ
ナーやコミュニケーションを
専門とする国際マナー講師お
よびマナーアドバイザーを含
めた資格認定を行っておりま
す。

イメージコンサルタントの業務範囲ABC
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APIC認定マナー関連資格一覧

国際コミュニケーション
アドバイザー

p.7参照

ダイニングエチケット
アドバイザー

p.8参照

国際マナー講師
 

p.9-18参照
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APIC認定
国際コミュニケーション
アドバイザー
 

取得条件
次の認定講座を修了した者
国際コミュニケーションアドバイザー養成講座
 
時間数：4時間

こんな人におすすめ
自分のコミュニケーションスキルを高めたい
国際マナーを体系的に学びたい
外国人と接する機会が多い
社員指導に活用したい
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APIC認定
ダイニングエチケット
アドバイザー
 

取得条件
次の認定講座を修了した者
ダイニングエチケットアドバイザー養成講座
 
時間数：3時間

こんな人におすすめ

自分のテーブルマナーを磨きたい
家族や知人にテーブルマナーを教えたい
会食や接待の機会が多い
社員指導に活用したい
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APIC認定
国際マナー講師
 取得条件

① 国際マナーコミュニケーション・アドバイザー＆

ダイニングエチケット・アドバイザー資格取得後、

APIC協会主催国際マナー講師認定講座（オンライン

講座3時間）を修了した者。

② 特別提携校にて国際マナー講師資格を取得した者
 

こんな人におすすめ
・人に教えたい
・マナーの知識を収入に繋げたい
・APIC公式テキストを使って講座開催したい
・資格を発行したい
 ・起業したい
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公式テキスト
使用権が得られる

認定アドバイザー
資格発行権が得られる

MERIT
「APIC認定国際マナー講師」のメリット

認定講師肩書
使用権が得られる
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広告素材の提供
講座開催の宣伝に効果的な

バナーの提供

教材手配
公式テキスト手配

協会名での修了証発行
 

告知サポート
信頼保証の為

APICサイト上でも開催告知

SUPPORT
「APIC認定国際マナー講師」に対する協会サポート

11



AGREEMENT
APIC認定国際マナー講師規約

１．会員名簿への掲載義務

APIC認定国際マナー講師（APIC認定5級国際イメージコンサルタント）は永久資格となります。
年会費、更新費、単位取得の必要はありませんが、APIC入会及び公式ウェブサイトへ会員名簿への
お名前掲載（ビジネス名可）は必須です。

２．教材利用の範囲

認定アドバイザー養成講座では「受講生用テキスト」のみ配布可能です。「講師用テキスト」の配
布や公開は認められません。また方法、理由の如何を問わず、教材の複製物を作成すること、第三
者に販売、貸与、公表すること、その他APICに帰属する著作権、商標権等の一切の権利を侵害する
行為を行うことは禁止致します。
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３．「APIC認定アドバイザー」養成講座開催条件

講座は次の条件を満たす必要があります。

条件に満たない場合、

受講生へ資格発行できませんのでご注意下さい。

・APIC認定国際マナー講師本人が登壇

・開催手続きを済ませている　※p.14参照

・指定教材、カリキュラムを使用

国際コミュニケーションアドバイザー
養成講座
時間：4時間
受講料：制限なし
 
 
ダイニングエチケットアドバイザー
養成講座
時間：3時間
受講料：制限なし
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①開催申請 ②受講生リスト提出
③教材手配申請

④教材費＆認定料支払い

教材＆認定証受領
協会より講師宛に発送

講座開催
 

開催2週間前までに、①②③④の開催手続きを全て済ませて下さい。
遅れた場合は、講座前までに教材＆認定証を発送できない可能性がございますのでご注意下さい。

４．開催までの流れ
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　費用に含まれるもの
 
・受講生用公式テキスト（製本済）
・認定証　
・認定証ホルダー
・送料（国内宛1回分、海外発送の場合は応相談）
・手配料

５．教材費＆認定料（受講生1名あたり）

講師専用ページ内にあるPaypalリンクより
受講生全員分を講師が一括してお振込み下さい。
  海外宛や複数回発送の場合は、別途送料を申し受けます。

2コース　13,000円（14,300円税込）
 

 1コース　7,000円（7,700円税込） 
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７．返金＆教材返却

急な開催中止やキャンセルの場合など、理由を問わず教材返却はお受け致し兼ねます。
いかなる理由の場合も振込後の返金は致しません。
講師と受講生との間でキャンセル規定等を設定することで、講師の負担がないようにご対応下さい。

８．認定証の再発行

認定証は受講生フォーマットに記載された通り印字されます。
理由を問わず、訂正や再発行の場合は手数料5,000円（5,500円税込）が発生します。
日程変更の可能性がある場合は、空欄にて発行致しますので、申請時にお知らせ下さい。

６．受講料設定

制限はありません。
但し、認定講座実施の場合は、教材費＆認定料を踏まえた設定をお勧めしております。
講師の経験や開催環境に応じて、提供するものに見合うよう各自で設定して下さい。
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11．オンライン講座

録画された映像を一方配信する「セルフ学習」のオンライン講座は禁止とします。
但し、Zoom, Skypeなどライブ中継で双方のコミュニケーションが取れる場合は開催可能です。
オンラインでも講座の質を保てるよう配慮の上、受講生が合意の場合のみ実施して下さい。

９．他の講座やサービスに組み込んだ講座提供

他サービスに組み込んだ講座提供は可能です。
但し、マナー講座該当部分については、規定時間数実施する必要があります。
国際マナー・コミュニケーション（４時間）　/　ダイニングエチケット（3時間）

10．テキストの一部提供

認定講座は、決められたカリキュラムと講義時間を満たす必要があります。
部分提供の場合、公式テキストの利用はできませんのでご注意下さい。
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12．免責事項

万一受講生との間における紛争等が生じた場合、速やかに運営事務局へ状況報告すると共に、自己
の責任において当事者との間ですみやかに問題を解決するものとし、協会は一切の責任を負わない
ものとします。
 
APICは、事前通知の上、いつでも規約を変更または廃止することができるものとします。変更によ
り生じた損害には一切責任を負いません。 
 
本規約に反した行為又はAPICに損害を与えた場合、APICは直ちに該当者の資格の取り消し、資格剥
奪の権利を持つものとします。相応の損害賠償の請求（弁護士費用を含む）を行う場合があるもの
とします。

 
以上

2020年４月８日改訂
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support@apic-a.org

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1丁目15番9号　シルク恵比寿 403

Email

Address

CONCACT US
APIC運営事務局

Website
https://www.apic-a.org/ja
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