サーティファイド・イメージプロフェッショナル
(AICI CIP)
あなたは今、業務おける次のステップ、第二レベルの認定を目指しています。おめでとうござ
います！
AICI サーティファイド・イメージプロフェッショナル（AICI CIP）の認定資格は、あなたが業
界である特定の水準を達成しており、最新の傾向および専門的な知識を備えていることを示す
ものです。 AICI サーティファイド・イメージプロフェッショナルとして、あなたの名前の後
に、AICI CIP の称号を使用できるようになり、イメージ分野において、非常に高いレベルを達
成していることが顧客、同僚およびメディアに認知されます。
申請書の作成には時間を要します。慎重にお読みください。 すべての情報の機密は保持されま
す。 AICI CIP 申請書に記載されたすべての要件を満たすと、AICI CIP と認定されます。 審査
基準は高く、適切なトレーニングを受けていることに加えて、イメージビジネスで活動してい
ることを証明する必要があります。
AICI CIP 委員会の決定は最終的なもので、認定基準に達していないセクションがある場合はそ
の旨が告げられます。 認定登録料金を支払った日から１年以内に、要件を完了し、情報の追加
または明確化を行い、必要書類と共にバインダーを AICI CIP 共同委員長宛てに送付してくださ
い。
1 年以内に資格を満たさない場合は、再度申請料を支払い、再申請することができます。
すべての記入項目やサポート書類（販促資料を除く）は、英語で提出しなければならないので
予めご了承ください。 資料の英語への翻訳は申請者の責任となります。
あなたはビジネス成功への道を歩んでいます！
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AICI CIP 基本要件
1.

あなたは AICI FLC（AICI ファーストレベル・サーティフィケーション）を達成しま
した。少なくとも１年間有効の AICI FLC 認定を獲得しました。

2.

AICI CIP ポートフォリオに対する料金は www.aici.org にてお支払いください。 また
はこの申請書にある AICI CIP 認定登録フォームをメールまたは FAX で送付してくだ
さい。 メールによる支払いをご希望の場合は、AICI のウェブサイトにアクセスし、現
行のメールアドレスを取得してください。 セキュリティ上の問題から、クレジット
カード情報が記載された本フォームをメールで送信しないでください。
これにより、1 年間の審査期間が始まります。 支払いが AICI 本部に受領された日付
が、申請日となります。 承認され次第、AICI 本部より、指名された AICI CIP 共同委
員長が通知されます。 本部が AICI CIP ポートフォリオの支払いを受領した日から
365 日以内に、申請書を AICI CIP 委員会に提出しなければなりません。

3.

非会員のみ： 本申請書付属の AICI 倫理規定をご署名の上、AICI 本部までお送りくだ
さい。

4.

会員のみ： あなたは AICI および倫理委員会の条件を満たしています。 会費や再認定
の料金の支払いは行われており、倫理的/職業的な問題はありません。

5.

あなたの AICI 認定を維持するために必要な CEU は最新です。

6.

あなたはイメージ分野の専門家であることの証明書を提示することができます。

7.

あなたはイメージサービスを顧客に直接提供する自営業者、もしくは別のイメージコ
ンサルタント、大学、会社や組織などで 2 年間以上（フルタイム）または 4 年間（パ
ートタイム）雇用されていました。

8.

あなたは 4 年間以上イメージ関連協会の会員、そして指導者のポジションに関与しま
した。

9.

申請書と共にあなたの写真（サイズの 4x6 インチ以上）を提出しました。

10.

あなたは執筆、メディアの出演、そして／または講演会を通して、あなた自身および
あなたのイメージに関する知識のプロモーションを行いました。

11.

あなたのイメージ技能をチャリティーおよび／または社会貢献のために提供しました。

12.

あなたは、現役のAICI CIPまたはAICI CIM会員から 3 通の未開封評価フォームを提出
しました。

13.

あなたは、あなたの仕事と専門知識の水準を認めている顧客から 10 通の未開封評価
フォームを提出しました。
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14.

申請用のプレゼンテーションバインダーは、高レベルのプロ意識を実証し、AICI CIP
イメージやプレゼンテーションの基準を満たします。

15.

あなたの承認は保証されません。 AICI CIP の資格の取得には、業界の専門コンサルタ
ントと同等の経験を持つ、イメージの専門コンサルタントであることを実証・証明し
なければなりません。 また、10 名の顧客および、3 名の AICI CIP または AICI CIM の
資格を持つ AICI パートナーからの推薦状を提出しなければなりません。

16.

AICI CIP としての水準要件： AICI サーティファイド・イメージプロフェッショナル
として認定された場合、常に AICI 倫理規定に準拠しなければなりません。 AICI サー
ティファイド・イメージプロフェッショナルとして認定された後に、あなたに対して
何らかの苦情や倫理的な問題がある場合は、AICI は、調査を行う権利を有します。
AICI 倫理規定に反するあなたの行動や業務活動が認められた場合、AICI CIP の資格は
失効します。
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サーティファイド・イメージプロフェッショナル
ポートフォリオの作成手順
関係者は、AICI 国際カンファレンス中に行われる CIP ウォークスルーセ
ッションへの参加、またはオンラインで掲示されている CIP ウォークス
ルーファイルをご覧になることが推奨されます。
締め切り： 申請書は随時提出できます。 カンファレンスにて認められるには、2 月 1
日までに CIP 委員長宛てに申請バインダーを送付しなければなりません。
はじめに
要求事項を十分に理解できるよう、申請の書類全体を数回慎重にお読みください。
 AICI CIP 認定登録フォームと共に、あなたのクレジットカード情報または３００.００ドル
（非会員は６５０.００ドル）の小切手を AICI 宛てに送付してください。 あなたの CIP 審査
年は、登録フォームおよび支払いが AICI 本部で受理された日から開始されます。 承認され次
第、指名された AICI CIP 共同委員長が通知されます。
 AICI が支払いを受領した日から 365 日以内に、ポートフォリオを CIP 共同委員長に提出しな
ければなりません。 払い戻しはできません。 申請手続きが 1 年以内に完了されない場合、再
提出に伴う手続き手数料が再度発生します。
 もう１つのバインダーの中に書類の原本を入れ、保管してください（送付しないでくださ
い）。 原本のバインダーのコピーを作成し、そのバインダーを AICI CIP 共同委員長宛てに送
付してください。
 完成したポートフォリオフォームとサマリーページ
(12 – 26 ページ)のコピーを 3 部作成してください。
 完成したポートフォリオフォームとサマリーページ（12–26 ページ）の一部目のコピーは、
該当するセクションに挿入し、元の書類と共にバインダーに入れてください。 ポートフォリ
オフォーム、サマリーページと書類バインダーが入ったマスターコピーを保管してください。
 完成したポートフォリオフォームとサマリーページ（12–26 ページ）の二部目のコピーは、
コピーされた書類と共に該当するセクションの仕切りの後ろに挿入し、バインダーの中に入
れてください。
 完成したポートフォリオフォームとサマリーページ（12–26 ページ）の三部目のコピーは、
コピーされたバインダーの一番前に、プラスチックシートプロテクターの中に別に入れてく
ださい。 このコピーは、あなたの書類が審査されるとき、CIP 共同委員長が使用します。
 この複製バインダーを AICI CIP 共同委員長宛てに送付してください。 （ポートフォリオフォ
ームとサマリーページの原本のバインダーはあなたの手元に残ります。 ポートフォリオフォ
ームとサマリーページの複製バインダーと三部目のコピーは、AICI CIP 共同委員長に届きま
す。）
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 申請手続きが分からない場合、サーティファイド・イメージプロフェッショナルまたはサー
ティファイド・イメージマスターの認定者にアドバイスを要請してください。 これは強く推
奨されますが、必須ではありません。
 次の年のカンファレンスまでに完成された申請書類を提出できない場合、AICI CIP ポートフ
ォリオの最新バージョンで作業していることを確認するために、本部またはあなたの AICI
CIP 共同委員長に連絡しなければなりません。
推奨される作業方法
いくつかの研究によると、大規模なプロジェクトを細かいタスクに分けた場合、設定目標を達成
する可能性が高くなるという結果が示されています。 これを考慮しつつ、あなたの CIP ポート
フォリオの作成に役立てるよう、次の戦略を提案します。
 ミニファイルキャビネットとして、頑丈な箱を準備してください。
 それぞれのセクションおよび／またはサブセクションに必要な書類のファイルフォルダーに
ラベルをはってください。
 書類に関しての提案や不明点については AICI CIP のガイドラインを参照してください。
 作業用コピーを使って、該当するセクションにあなたの教育および経験を書いてみてくださ
い。 これにより、あなたが最も多くのポイントを持っている場所を確認するだけでなく、最
も注意が必要なセクションも確認できるようになります。
 ファイルを詳しく調査し、すべての既知のサポート書類を引き出します。 それぞれ該当する
フォルダに書類をファイル化してください。 ビデオテープ、本、カセットなどを箱の後部に
保管してください。
 ２つの大き目の３リングバインダー（幅の推奨サイズは４インチ）を使って、８つのセクシ
ョン仕切りを各バインダーに挿入してください。 それぞれの仕切りにセクション番号あるい
はタイトル用のラベルをはってください。
 セクションごとに、書類をコピーし、該当の仕切りの後ろに書類を入れてください。 完成し
たとき、１つのバインダーは原本、もう１つはコピー、２つは同じバインダーであるべきで
す。
 ２つのバインダーが完成したら、お名前、セクション及びサブセクション番号を各ページの
右上隅にラベルで付けてください。 コピーとあなたのポートフォリオフォームおよびサマリ
ーが入っているバインダー２部を AICI CIP 共同委員長宛てに送付してください。 (すべての
原本が入ったバインダーは保管してください。）
ポートフォリオの返却の手続きおよびそれに伴うすべての費用は申請者の責任となります。
申請終了日から 4 か月以内に返却が要求されていない場合は、すべての書類は破棄されま
す。
ポイントの計算
•

各セクションを完成した後、小計スペースにあなたのポイントを入力してください。 セクシ
ョンは最小ポイントおよび最大ポイントが条件としてあります。 必要な最小ポイントを満た
さない場合、資格を得るまで書類を保管してください。 獲得ポイントが最大ポイントを超え
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る場合は、データや書類を挿入した後、小計および合計レベルの最大ポイントのみを記入し
てください。
•

それぞれのセクションを計算した後、合計を入力してください。

•

最後に、あなたが所有している全てのポイントをそれぞれのセクションのサマリーページに
移してください。 資格を取得するために、セクション 1 から７を通して、最小合計の４０１
ポイントを達成しなければなりません。 AICI CIP 委員会は４０１ポイントのみ検証します。

* セクション 8、A および B のポイントは、審査委員会によって計算されます。
書類
•

提出される情報は手書きではなく、パソコン上に入力されなくてはなりません。 .

•

提出の際、すべてのサポート書類のサイズは 8½インチ x11 インチ、または A4 のものを使用
してください。 CD および DVD は提出可能です。 ビデオテープは VHS 形式、録音テープは
カセット形式でなければなりません。PowerPoint プレゼンテーションや Web ページは印刷
してください。

•

ポイントを獲得するために、多くの場合、書類の使用は 1 回のみとなっておりますが、例外
もあります。 例外については、CIP 共同委員長にお問い合わせください。

•

複数の分野をサポートする書類は、最小ポイントに達していないセクションに割り当てるこ
とが推奨されます。

•

多くのポイントを獲得するには、複数の証明書類が必要になります。

•

他者（学校、過去の雇用者、政府機関、顧客など）に対し、情報の正確性の証明を要求する
ことが求められます。 他者による検証は、公式のレターヘッドに彼らの連絡先および署名が
必要となります。 CIP 審査委員会が送られた情報を確認するために電話をする場合がありま
すので、書類を提供した方々の電話番号をご記入ください。 電子メールコピーは、AICI 本部
から AICI メンバーシップの検証を除いて、お受けできません。

•

サポート書類はオフィスファイル、個人の記録、銀行/税/金融フォーム、旧雇用ファイルなど
に含まれています。

•

出版物（小冊子、 e-マガジン、ニュースレター、記事）は、申請者によって書かれた、主に
情報提供を目的としたものでなくてはなりません。 サービスの広告および／またはマーケテ
ィングは使用できません。

•

提供される情報は、正確、かつ事実に基づき、完全なものでなければなりません。

•

省略文や頭文字は使用しないでください。

•

日付が確かではない場合、「おおまかな日付」を使用してください。 可能である限り、正確
な情報を記入してください。

•

項目がポイントの対象になるかどうかを判断できない場合は、あなたの指定 AICI CIP 共同委
員長に連絡し、確認してください。
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審査プロセスの円滑化
CIP ポートフォリオレビュープロセスは 3 か月を要します。 ここで考慮に入れるべきいくつか
の提案があります：
•

すべてのポイントが間違いなく証明されていると確信してからサポート書類の入ったバイ
ンダーを提出してください。

•

あなたは審査プロセスに参加しないため、提供される情報はあなたを忠実に表したもので
なければなりません。 各セットの前に、その情報の目的とポイントの説明が施された序説
シートをパソコンで作成することが推奨されます。

•

複数の段落を含む文書の場合は、あなたのポイントをサポートする領域をハイライト表示
することで、審査プロセスがスムーズに進みます。

•

AICI CIP 委員会から連絡を受けた際は、適時に質問にお答えください。

•

すべてのサポート書類の複写のみを送付してください。 過去には、配達サービスが申請者
の書類を紛失したというトラブルが発生した事例もあります。 AICI CIP 委員会および AICI
は、CIP 書類の紛失や破損の責任は負いかねます。

提出用チェックリスト
•

書類を準備する際、現役の AICI CIP または AICI CIM 会員から 3 通の推薦評価フォームと
顧客から 10 通の評価フォームが必要になります。 評価フォームは直接あなたの元へ郵送さ
れます。未開封のままバインダーに挿入してください。 評価フォームが宅配便または直接
手渡された場合は、次の文を封筒の前面に記載しなければなりません：
私は、コンサルタントが、この評価フォームを読んでいないことを証明します。
署名：_____________________________________________________________
日付：______________________________________________________________
名前：______________________________________________________________

•

あなたの情報およびポイント合計を申請書に移してください。

•

添付されている AICI 倫理規定書を読み、規定書に署名後、申請書に署名してください。

あなたの仮申請書と支払いを受理したことを確認する、AICI 本部からの確認書に記載されてい
る AICI CIP 共同委員長に以下の書類を送付してください。
 ポートフォリオおよびサマリーフォームを２部。
 複製バインダーですべてのサポート書類（原本を保管し、コピーを送付）。
 現役の AICI CIP（サーティファイド・イメージプロフェッショナル）または AICI CIM（サ
ーティファイド・イメージマスター）会員から 3 通の推薦評価フォーム。
 顧客から 10 通の評価フォーム。
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あなたの AICI CIP ポートフォリオが受理されたとき
AICI CIP委員会は、申請者を認定または保留する権利を有します。 認定不可の理由は、書面に
よる請求により、取得可能です。 各認定申請書は、申請基準に定められた項目に基づいて検討
されます。

サーティファイド・イメージプロフェッショナルの地位の維持
AICI CIPの資格を取得後、3年ごとに認定を更新する必要があります。 認定更新の要件は次の
とおりです：
•

すべてのAICI認定は３年ごとに更新されます。規定期日は８月３１日です。

•

継続的な専門能力開発の基準として、最初の認定の受けた後の3年間及びその後3年毎に2.4
CEU以上を獲得しなければなりません。 規定のCEUが取得できない場合、認定は無効とな
ります。

•

AICI会員の認定更新料として400ドル/非会員は750ドルを支払う必要があります。 この3年
毎の更新料は、更新の年のAICI年会費に加算されますので、ご注意ください。

•

認定が無効となった場合、CIPの資格は、必要なCEUを獲得し続け、すべての未納の更新
手数料および再認定手数料（以下を参照）を支払った者のみが再認定されます。 獲得した
CEUの証明が必要となります。 CEU要件を満たしていない場合、再認定はできません。
CIP 再認定料金

•

会員

非会員

$500

$1,000

AICI 倫理規定を実践し、準拠してください。 違反は、倫理委員会に報告され、CIP 資格が
無効になる場合があります。

AICI および AICI CIP 委員会は、この申請書および料金を随時に変更あるいは更新する権利を
有します。 AICI CIP ポートフォリオの最新版で作業していることを確認するのは申請者の責
任です。
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AICI CIP ポートフォリオに関するガイドライン
ご注意ください：
 各項目は１度しか使用できません。 最大限にポイントを獲得するために、慎重に該当する
セクションを選択してください。


名前、日付と必要に応じて時間などを含む、十分な証明となる書類を提供してください。
１つの証明が受理されなかった場合に備えて、複数の証拠を提供することが推奨されます。



頑丈なバインダーを使用してください！ 審査員が簡単かつ効率的に内容を確認できるよう
に、申請者のバインダーは使いやすくかつ上手に管理されていることを確認するのは申請
者の責任です。



割り当てられた審査員があなたおよびあなたのビジネスについては何も知らないことを覚
えていてください。 あなたについて語るのはあなたのバインダーです。 専門的かつユーザ
ーフレンドリーであるべきです。



各セクションおよびサブセクションに仕切りを設けて、各セクションおよびサブセクショ
ンのタブに名前を記入してください。 すべての書類はプラスチックシートプロテクターに
同封してください。



CIP フォームに記載されているものと同じ時系列の順番で証明書類を挿入してください。



同じ項目に属しているすべての証明書類をホチキスで留めてください。

セクション

1： 専門的な準備

1A と 1B の違いは何ですか。 セクション 1A は、資格のある会社や個人トレーナー（通常は長
期トレーニング）でトレーニングを主催しています。 セクション 1B の指導は、イメージ関連
協会や組織（独立したチャプターによる教育または AICI 国際カンファレンスでのワークショッ
プなど）が主催しています。
クラスあるいはプログラムが CEU の対象ではない場合、参加した証明として学習結果、コー
ス概要、インストラクターの略歴およびコース時間を提出しなければなりません。
1. A.イメージ業界に向けたフォーマルなトレーニング: AICI CEU および/またはその他の 2 つ
以上の教育機関によって開催されたトレーニングプログラム、コース、セミナーまたはワーク
ショップの参加。 トレーニングはこのセクションに適用されるために CEU 対象でなくても構
いません。
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プロフェッショナルなイメージトレーニング：
• AICI CIP の資格を獲得するためには、申請者が、1 名以上のトレーナーからトレーニングを
受けたことを証明しなければなりません。
• 各項目は６時間以上でなくてはなりません。
• AICI 国際カンファレンス、ワークショップまたはチャプター教育イベント（CEU）は、こ
のサブセクションでは考慮されません。
• AICI CIP の資格を獲得するためには、申請者が AICI のコア·コンピタンス（37–39 ページ参
照）に記載されているリストにあるトレーニングプログラム、コースやセミナーに参加しな
ければなりません。 AICI のコア·コンピタンスのセクション 1.D（技術知識： アパレルにお
けるイメージ/ビジュアルデザインの芸術的側面）に記載されている分野のトレーニングが
含まれていなければなりません。 追加トレーニングは、AICI のコア·コンピタンスのセクシ
ョン 1、A から C の間に記載されている範囲のものであっても構いません。
• トレーニング提供者は、信頼性の高い個人または会社でなければなりません。
o

AICI 主催の CEU 対象のプログラム/コース/ワークショップ： 参加を検証するため
に、本部からの CEU 報告書のコピーを提供してください

o

AICI 主催の CEU 対象外のプログラム/コース/ワークショップ： コースの説明また
は概要（参加時間数を含む）、学習結果の一覧表、およびこの分野においてインス
トラクター/会社がトレーナーとして有する資格を提出しなければなりません。

• 提出された各トレーニングプログラム/コース/ワークショップに参加を証明する、次の書類
のうち、1 つ以上を添付しなければなりません。 各書類に申請セクションと日付を明確に記
入してください：
o

CEU レポート（AICI 本部より取得可能）

o

修了/（資格）取得証明書

o

確認書： 確認書は、提供会社のレターヘッドを使用し、インストラクターの署名
が必要です。 確認書に含むべき情報は次の通り：コースタイトル、参加日（期
間）、実際の指導時間、プログラムの参加および修了の証明となるもの。

• 以前に AICI FLC 申請に使用したトレーニングや書類の
再使用は可能です。
1. B. 継続教育： 国内または国外のイメージ関連の組織や協会が主催するカンファレンス、セ
ミナー、ワークショップへの参加
国内または国外の AICI のコア·コンピタンスに関連するプログラムを提供するイメージ関連
の組織や協会：
•
•
•
•

AICI 年次カンファレンスまたは AICI チャプター教育イベントあるいはカンファレン
ス
カラーデザイナー·インターナショナル
カラーマーケティンググループ
ファッショングループインターナショナル
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•

その他（明記してください）：

カンファレンス： 特定のカンファレンスをポイントとして計算するには、実際にワークショッ
プ/セミナーに費やした時間のみを記入してください。
証明として必要とされる書類：
それぞれの項目は,次のうちに該当する証明が１つ以上必要になります。 提出するすべての書
類は、申請の該当するセクションが明確に示されていることと、日付が正しいことを確認して
ください。
• CEU レポートあるいはカンファレンスの CEU 検証フォームのコピー
• 参加時間数および参加を証明する成績表
• コースの学習内容と実際のトレーニング時間
• コースタイトルや学習成果、日付とあなたが実際にトレーニングを受けた時間、コース
修了証書とインストラクターの署名がある短いオフィシャルレター。
1. C. ビジネス開発： ビジネス関連のコース、セミナーやワークショップへの参加
コースの内容は AICI のコア·コンピタンス、セクション II – 専門的な準備 & 開発に関連したも
のでなくてはなりません。 これには、金融、ビジネスマネージメント、コンピュータソフトウ
ェアのトレーニング、ウェブサイト開発あるいはマーケティング関連のコースが含まれていま
す。 これらは、中小企業庁、成人教育、企業組織などによって主催されています。
例： Windows、エクセル、ワード、パワーポイント、会計やマーケティングのコース、目標設
定、またはウェブサイトの開発などのコンピュータ関連のコース。
必要書類
各項目は、1 つ以上の証明書類を提出しなければなりません。 すべての項目が明確に記載され
ていること、日付および参加時間数が正確に記入されていることを確認してください。
•
•
•
•

（資格）取得/修了証明書
プリント、プログラム概要あるいは解説
正式なレターヘッドに日付、プログラムの時間と長さを明記した確認書
CEU レポートまたは成績表

セクション

2： ビジネスアイデンティティと経験

2. A. イメージコンサルティングプラクティス
1 週間に 40 時間、コンサルティング、プレゼンテーション、マーケティング、ビジネス開発活
動を行っている場合、あなたはフルタイムでイメージビジネスに従事しています。 １週間に最
低 20 時間、イメージビジネスに関与している場合、パートタイムでイメージビジネスに従事
しています。
あなたが事業を続けるための信用を得るため、毎年さまざまな書類を提供しなければなりませ
ん。 このイメージコンサルティングプラクティスセクションは、2. A & 2. B の組み合わせにな
る場合があります。
必要書類
透明保護シートに最近の顔写真（最低 4×6 インチ）を同封して、提出してください。 申請者の
本人識別になります。
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毎年、証拠書類 3 つ以上と共に提出しなければなりません。 １つの書類はグループＡの中から、
そして２つの書類は下記のグループＢの中から提出しなければなりません。 すべての書類を年
度毎に分類し、まとめてください。 （提案： 年度が書いてあるシートを挿入し、年度別に分
類してください。） すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確である
ことを確認してください。
グループ A：
•

ビジネスライセンス/登録

•

あなたの国で必要とされるビジネスライセンス

•

売上税ライセンス、（例: カナダの GST＃などのベンダー許可、事業者番号など）

•

納税申告書 - イメージビジネスでの所得を別に提示しなければなりません。 （実際の
金額は黒で塗りつぶしてかまいません）

•

会社の設立登記

•

ビジネス用銀行口座情報

グループ B：
•

パンフレット/チラシ/ウェブサイト（印刷）/レターヘッド/名刺

•

日付を記載した顧客の推薦状

•

あなたが書いた記事のコピー

•

あなたのビジネスニュースレター

•

協会のニュースレター、ウェブマガジンまたは新聞に掲載された広告または記事

•

無料講演会またはプレゼンテーションのプログラム、広告または礼状のコピー

•

支払い済みの請求書： 領収書、小切手、クレジットカードの明細書（未払いの請求書
は支払いの証拠とは見なされません）

2. B. 別のイメージコンサルタント、大学、企業または組織からの雇用
必要書類
書類はセクション 2A と同じです。 毎年、証拠書類 3 つ以上と共に提出しなければなりません。
すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくだ
さい。
•

雇用記録

•

給料明細控え/T4

•

納税申告書

•

活動、ニュースレター、記事など、セクション２Ａに記載されているものの証明

2. C. イメージ関連のキャリア経験
次のいずれかの実務経験： 小売り、美容、ファッションライティング、言語および非言語コミ
ュニケーション、心理学、皮膚科学、室内装飾、エステティシャン、美容看護。
必要書類
各項目は、1 つ以上の証拠書類と共に提出されることをお勧めします。 提出するすべての書類
が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してください。
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•

雇用期間が記載されている雇用者による確認書

•

雇用記録/T4

•

あなたが書いた記事のコピー

•

（資格）取得/修了証明書

•

給料明細控え、銀行預金または計算書

2. D. 関連ビジネス/職歴
次のいずれかの実務経験： ビジネス·マネジメント、ライティング、広報、コース開発、心理
学、言語および非言語コミュニケーション、高校または大学レベルの教師など。
必要書類
各項目は、1 つ以上の証拠書類と共に提出されることをお勧めします。 提出するすべての書類
が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してください。
•

記事、ニュースレター、新聞のコラムのサンプル

•

雇用記録

•

給料明細控え、銀行預金あるいは計算書

•

雇用期間が記載された署名済み確認書

•

雇用契約

•

納税申告書/T4

セクション

3： 指導

3. A. 有料のイメージコースの開発と指導
このセクションでは、申請者によって全体的に開発・実行された有料コースが含まれています。
同一のプログラムが様々な組織や企業に提供された場合は、書類提出の後、指導を行った期間
を証明してください。

例：
•

様々な企業/組織に向けて開発・提供されたセミナー

•

成人教育クラス

•

政府プログラム

必要書類
各項目は、1 つ以上の証拠書類と共に提出されることをお勧めします。 すべての書類が明確に
記載されていること、日付が正確であることを確認してください。
•

コース概要、説明、教材のサンプルのコピーが必要になります

さらに以下より 1 部提出：
•

コースタイトル、日付、プログラムの期間が記載された、インストラクターまたはワーク
ショップの評価フォーム
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•

礼状、またはコースタイトル、日付、プログラムの期間が記載された、権限者により署名
された修了証書

•

コースタイトル、日付、プログラムの期間が記載された、雇用者または受講生による推薦
状

•

支払い証明 (未払いの請求書は支払いの証拠とは見なされませんのでご了承ください。 小
切手のコピー、クレジットカードの明細書、銀行預入伝票や銀行取引明細書などの支払い
の領収書を提出する必要があります。）

3. B. 有料コースの開発のみ
申請者によって開発された AICI コア·カリキュラムに沿ったイメージ関連のコース。 必ずしも
このコースが他の人により指導されている必要はありませんが、そのような目的のために開発
されたものでなければなりません。
必要書類
提出するすべての書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくださ
い。
•

カリキュラム開発のコピーと教材の準備

•

各コースの概要および説明を添付してください

3. C. 有料のイメージコースの指導のみ
コース内容（カリキュラム）および教材は他の人によって開発されており、申請者はトレーニ
ングプログラムを提供してきました。
必要書類
すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくだ
さい。 各項目は、1 つ以上の証拠書類と共に提出されることをお勧めします。
•

クラスのサイズ、セッションの回数、使用教材など

•

コース、日付、期間が記載された署名済み礼状

•

支払いレシート

•

銀行預金計算書

•

コースタイトル、日付、コース期間が記載された雇用者の礼状

•

コースタイトル、日付、プログラムの期間が記載されたコース評価フォーム

•

コースタイトル、日付、プログラムの期間が記載された、雇用者または受講生による推
薦状

セクション

4： プロモーション

4. A. 著作された記事、章、小冊子、ニュースレター
申請者によって書かれており、販売促進ではなく、情報提供を目的としたものでなくてはなり
ません。 次のものを含みます：
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•

ニュースレター - あなたのサービスや製品の広告となるものではなく、主に情報提供を
目的としたものでなくてはなりません。

•

ニュースレター のために書かれた著作記事

•

新聞または雑誌の著作記事

•

Web サイト記事

•

ブログ

必要書類
* 母国語で記事を作成した非英語圏の国からの申請者は、査読のために英語での記事の要約を

提供しなければならないので、ご注意ください。
すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくだ
さい。
•

あなたのイメージ会社のニュースレターのコピーまたは

•

他のニュースレターや雑誌のためにあなたが書いたイメージ関連の記事のコピー
（審査のため、記事を適切にハイライトしてください）または

•

あなたのウェブサイトまたはインターネット上で公開された記事やブログの印刷さ
れたコピーまたは

•

プレゼンテーション、セミナーやワークショップのために作成された資料、小冊子、
またはマニュアル

4. B. イメージ関連の著作本、言語および非言語コミュニケーション
必要書類
•
4. C.

本のコピー（併せて推薦文または評論の提出も可能）

イメージ関連のビデオまたはオーディオ資料の開発、言語および非言語コミュニケーシ
ョン

必要書類
* 母国語でビデオまたはオーディオ資料を作成した非英語圏の国からの申請者は、査読のため

に英語での記事の要約を提供しなければならないので、ご注意ください。
すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくだ
さい。

4. D.

•

ビデオテープのコピー - VHS 形式

•

オーディオのコピー - CD またはテープ

•

DVD のコピー

•

推薦文または評論

イメージ関連のメディア出演、言語および非言語コミュニケーション（すべてのリファ
レンスをハイライトしてください）
•

地域または国内の新聞や雑誌でのインタビューのコピー
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•

印刷媒体での引用

•

オンラインの記事での引用

必要書類
* 母国語で記事を作成した非英語圏の国からの申請者は、査読のために英語での記事の要約を

提供しなければならないので、ご注意ください。
すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくだ
さい。

4. E.

•

新聞の記事のコピー

•

記事が明確に表示されているニュースレターのコピー

•

オンライン記事のプリントアウト

イメージ関連の講演会、言語および非言語コミュニケーション

過去 5 年間に務めたスピーカー、パネリスト、ディスカッション·リーダーなど
例：
•

務めたスピーカー： 協会、高校、コミュニティーカレッジ、大学、現地の減量専門
クリニック、教会、クラブなどのゲストスピーカー

•

パネリスト： あなたのイメージ関連の専門知識を提供するパネルのメンバー

•

ディスカッション·リーダー： グループディスカッションやパネルプレゼンテーショ
ンを促進

必要書類
すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくだ
さい。
•

日付およびトピックが記載された、協会または組織による礼状または

•

新聞広告または

•

ウェブサイトでの発表（印刷）または

•

あなたの名前が記載されているイベントプログラムまたは

•

イベント中に撮影された写真

セクション 5： 高等教育
5. A.

AICI コア·コンピタンスに沿った科目における学位または修了したプログラム研究。

学位の説明：
•

博士号： 大学院学位を修了し、特定の科目での１年から４年の研究を表します。

•

大学院生または文学修士（ＭＡ）、美術学修士（MFA）、理学修士（ＭＳ）または
経営学修士（ＭＢＡ） 大学を修了し、特定の科目での少なくとも 2 年の研究を表し
ます。
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•

大学または文学士（BA）、美術学士（BFA）、または理学士（BS）。 卒業証書ま
たは証明書が付与される、高校修了後の 4 年間の研究を表します。

•

準学士（AA）。 卒業証書または証明書が付与される、高校修了後のジュニアまた
はコミュニティカレッジでの 2 年間の学習を表します。

必要書類
すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくだ
さい。

5. B.

•

コース成績証明書（卒業証書または証明書がある場合は任意）

•

卒業証書または証明書のコピー

ファッション／イメージコース、心理学、言語と非言語コミュニケーションコースなど
- 学位が適用されないもの

学位が提供されるものではありませんが、コア・コンピタンスに該当するコースを指します。
セクション 1 で使用されたコースは、このセクションで再度使用することはできません。
必要書類
すべての項目および書類が明確に記載されていること、日付が正確であることを確認してくだ
さい。
•

コースの成績証明書または

•

修了証明書のコピーまたは

•

レポートカード

5. C. 他の分野での高等教育
AICI コア・コンピタンスに含まれていない科目での研究期間を指します。
必要書類
•

コースの成績証明書またはレポートカードまたは

•

卒業証書のコピー

セクション

6： 参加とリーダーシップ

6. A. イメージ関連の協会
会員として終えられた年のみが認められます。 毎年、会員であることの証明が提供されなけ

ればなりません。
1. 会員
•

国際イメージコンサルタント協会（AICI）

•

カラーデザイナーズインターナショナル(CDI)

•

ファッショングループインターナショナル(FGI)

•

イメージコンサルタント連盟
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•

その他、カラーマーケティンググループといった、米国以外の信頼性の高いイメージ関
連の協会

必要書類

会員として終えられた年（年度 1、年度 2、年度 3 など明記）の証明を提供しなければなり
ません。
•

会費通知または更新申請書または

•

支払いレシートまたは

•

協会会員証明書または

•

ウェルカムレターまたは

•

確認書またはアクセプタンスレターまたは

•

AICI 本部から受信した確認メール
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関与レベル

2. AICI におけるリーダーシップ

ポジション
本部会長

非常に高い

ポイント
10

501C-3 会長

9

本部役員

8

501C-3 役員

7

本部委員会委員長
高
チャプター会長

6

501C-3 本部委員会委員長
チャプター役員
中上
501C-3 本部委員会委員長

5

カンファレンスチームリーダー
本部委員会委員
中
グローバルアンバサダー

地域代表

3

501C-3 本部委員会委員
シビリティアンバサダー
カンファレンス委員会委員長
中下

チャプター委員会委員長
チャプターに対するメンター

2

501C-3 カンファレンス委員会委員長
チャプター委員会委員
カンファレンス委員会委員
低い
カンファレンススピーカーサポート

1

FLC プロクター
"私はあなたのためにここにいる"
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必要書類
以下の表に記載されている任務のみが考慮されます。 各任務の証明が提供されなければな

りません。
•

CEU 記録

•

現地または本部メンバーによる、任務が記載された証明書または

•

感謝状または

•

卓越したサービス証明書または

•

委員会名が記載されている会議マニュアルまたは

•

該当する年のチャプター役員会の一覧表または

•

委員会名が記載されているチャプターニュースレター

6. B. 関連する協会のメンバーシップ
ターゲットマーケット協会（銀行業務、健康、ホテルなど）のメンバーシップ：ナショナルス
ピーカーズ協会、プロフェッショナルオーガナイザー協会、トーストマスターズ、アメリカト
レーニング＆開発協会、商工会議所、インテリアデザイン協会や他の業界団体
必要書類

毎年、会員である事の証明が提供されなければなりません。
•

会員申請書または登録カードまたは

•

支払い証書： 領収書、小切手、クレジットカードの領収書、銀行の明細書または

•

受理の手紙

6. C. イメージ技能のチャリティーおよび社会貢献

申請者は、「セクション 6 E．講演会」で使用したものと同じ書類を使用することはできませ
ん。
学校、教会、診療所、他のサービス機関またはお近くの AICI のチャプターのために行ったプレ
ゼンテーションやサービスなど、さまざまな慈善活動を使用できます。
お金や商品券の寄付は受容できません。
必要書類
•

礼状または

•

写真または

•

あなたの名前を含む、広報に関するイベントまたは

•

推薦状または

•

イベントプログラム（あなたの名前と日付を明記）
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セクション

7： 賞と表彰

7. A. イメージ関連の賞
イメージ関連の組織より送られた賞、表彰、または名誉 各賞に 10 ポイント
AICI の特別な賞の受賞：
•
•
•
•
•

AICI エクセレンス賞
業界エクセレンスのイメージメーカーメリット賞(IMMIE)
ライジングスター賞
ジェーンセガストローム賞
チャプターメンバーオブザイヤー賞

必要書類
•

新聞で広報または

•

プレスリリースおよび／または写真または

•

公式受賞リストまたは

•

祝い状

•

証明書のコピー

7. B. 関連した賞
非イメージ関連の組織からの特別賞 - 参加やグループ活動の賞ではなく、実体があり、特別な
表彰でなくてはなりません。
必要書類
•

新聞で広報または

•

プレスリリースまたは

•

公式受賞リストまたは



祝い状

7. C. 栄誉と表彰
イメージコンサルタントとして特別に表彰される栄誉が含まれます。 また、特別委員会、諮
問委員会、委員会、または美容イベントやファッションイベントでの委員を務めたことに対す
るコミュニティーによる表彰が含まれます。
必要書類
•

承認書または礼状または

•

あなたの名前が記載されているプログラムまたは

•

プレスリリースまたは新聞広報
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セクション

8： 候補者のプロ意識

8. A. 対等者評価
対等者評価をする時、対等者との仕事、あるいはプロフェッショナルな関係のみを守るべきで
す。 あなたは対等者の顧客、知人、学生や研修生であってはなりません。 さらに、対等者は
あなたが実施した会議、イベント、セミナーまたはコンサルティング／コーチングプロセスに
1 つ以上参加した経験があることが望まれます。 カンファレンスまたはチャプター活動中に、
対等者との互恵的な協力関係を作ることがあなたにとってプラスになります。
セクション

9： ポートフォリオプロフェッショナリズム

このセクションは、AICI CIP 委員会によって評価され、書類による提出およびオンラインでの
提出が要求されます。 申請者は、このセクションでポイントを得られません。
CIP 委員会は、次の基準に基づいてポートフォリオの専門性を評価します：
•
•
•
•
•
•

すべてのセクションに適切な書類提供（完全性）
書類は適切なセクションに挿入（管理）
書類は適切な順番（管理）
書類のラベルと番号（管理）
英語解説ノート提供（明確性）
バインダー全体のプレゼンテーション（美意識）

上記の 6 つの各要素は、次のように採点されます:
優秀（10 ポイント）
受容できる（5 ポイント）
受容できない（0 ポイント）
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ワンページ AICI CIP 認定登録フォーム
このフォーム内の必要事項をご記入の上、AICI本部にお送りください。あなたのAICI CIP審査期間が開
始します。 400.00ドル（非会員は650.00ドル）をお支払いください。譲渡及び払い戻しはできません。
名前:
住所:
Fax:
電話番号：
電子メール：
ウェブサイト:
AICI FLC 認定の取得日：
AICI 本部への支払い日：
AICI CIP 共同委員長宛ての書類作成日：

私は、AICI CIP審査委員会に送付する経済的、私的財産、著作権のある書類の機密は保持されることを
理解しています。 この合意に反する者は倫理委員会に報告されます。
私は、AICI CIP審査委員会の決定が最終的なものであり、その関係者とReview Report（評価レ ポート）
の中にある自分自身に対する公的な評価や推薦を超えた所で議論し合う事をしないことを理解していま
す。
私は、ファイルやフォルダー、顧客や私が送付した文書または評価表などが紛失・盗難にあっても、
AICI は責任を負わないことを理解しています。
認定審査期間を開始するためにUS＄400(非会員は＄650)を支払います。この審査期間はAICIが支払いを
受領した日から1年間です。
署名：

日付：

オンライン申請の場合は、電子署名も可。
仮申請の提出や料金の支払いを完了するため、現在のメールアドレスを AICI のウェブサイトから取得し
てください。
支払い方法：  小切手

 Visa

 MasterCard

 American Express

カード番号 #_____________________________________有効期限_________________
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AICI CIP ポートフォリオ
目次
セクション 1：

専門的な準備

セクション

2：

ビジネスアイデンティティと経験

セクション

3：

指導

セクション

4：

プロモーション

セクション 5：

高等教育

セクション

6：

参加とリーダーシップ

セクション

7：

賞と表彰

セクション

8：

候補者のプロ意識

セクション

9：

ポートフォリオプロフェッショナリズム

セクション

10：

倫理的な考慮事項と懸念

これらのセクションは、先の AICI CIP ポートフォリオのガイドラインセクシ
ョンで説明されています。先に進む前に、一度お読みください。
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名前 ______________________________________________ 日付______________

これは CIP ポートフォリオの最初のページです
セクション

1 ： 専門的な準備

[書類は、各セクションのサポートとして添付される必要があります]
有効なトレーニングや教育として認められるには、コースの説明、コースの学習結果ま
たはコース概要を提出しなければなりません。 コースのテーマは、AICI のコア・コン
ピタンスに含まれる内容のものでなければなりません（35-37 ページを参照）。 CEU
レポートは有効な文書とみなされます。
*A. イメージ業界向けの正式のトレーニング： AICI CEU またはその他の 2 つ以上の教
育機関によって開催されたトレーニングプログラム、コース、セミナーまたはワー
クショップへの参加。 トレーニングはこのセクションに使用されるために CEU 対
象でなくても構いません。
0.1 ポイント = １時間のクラス指導
項目は６時間以上でなくてはなりません
（CEU レポートは有効な書類として認められます。）
コースの要件に関する具体的なガイドラインについては、AICI CIP ガイドラインと
AICI のコアコンピタンスを参照してください。
教育ソース
研修会社

コース名
コースの種類

日付と
日数

指導時間

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5
#6 その他
最小ポイント 9； 最大ポイント 50
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名前 ______________________________________________ 日付______________
*B. 継続教育： 国内または国外のイメージ関連の組織や協会が主催するカンファレン
スでのセミナー、ワークショップへの参加
.1 ポイント= 1 時間指導、過去 5 年間の会議で
.1 ポイント= 1 時間出席、過去 2 年間のセミナーやワークショップ
スポンサー

活動

日付と
日数

指導時間

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5 その他
最小ポイント 5； 最大ポイント 20

小計：

*C. ビジネス開発： ビジネス関連のコース、セミナーやワークショップへの参加
ファイナンス、経営管理など、中小企業庁、成人教育、
経済団体などが主催する
.5 ポイント = 一日あたり (6-8 時間指導)
スポンサー

コース

日付と
日数

1 日あた
りの時間

ポイント

#1
#2
#3
#4 その他
最小ポイント 0； 最大ポイント 10

セクション

1： (最小ポイント 14；最大ポイント 80)
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名前 ______________________________________________ 日付______________

セクション

2 ： ビジネスアイデンティティと経験

[年度毎に証明が提供されなければなりません]
*A. イメージコンサルティングプラクティス
イメージサービスを顧客に直接提供する自営業者
48 ポイント = 年間、フルタイム（1 週間あたり 40 時間以上） - 他種の職に従事
していない
24 ポイント =

年間、パートタイム（週最低 20 時間）

事業内容

職務

開始
(月/日/年)

終了
(月/日/年)

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5 その他
最小ポイント 96; 最大ポイント 240

小計:

および／または
*B. 別のイメージコンサルタント、大学、企業または組織からの雇用
被雇用者
48 ポイント = 年間、フルタイム（1 週間あたり 40 時間以上） - 他種の職に従事
していない
24 ポイント = 年間、 パートタイム（週最低 20 時間）
事業内容

職務

開始
(月/日/年)

終了
(月/日/年)

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5 その他
最小ポイント 96; 最大ポイント 240
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名前 ______________________________________________ 日付______________
*C. イメージ関連のキャリア経験
小売り、美容、ファッションライティング、言語および非言語コミュニケーション、
心理学など。
12 ポイント = フルタイム、年間あたり
6 ポイント = パートタイム、年間あたり
事業内容

職務

開始
(月/日/年)

終了
(月/日/年)

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5 その他
最小ポイント 0; 最大ポイント 50

小計:

D. 関連ビジネス／職歴
ビジネス·マネジメント、ライティング、広報、コース開発、心理学、言語および
非言語コミュニケーション、高校または大学レベルの教師など。
10 ポイント = フルタイム、年間あたり
5 ポイント = パートタイム、年間あたり
事業内容

職務

開始
(月/日/年)

終了
(月/日/年)

ポイント

#1
#2
#3
#4 その他
最小ポイント 0; 最大ポイント 50

セクション

2： (最小ポイント 96; 最大ポイント 350)
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名前 ______________________________________________ 日付______________

セクション

3 ： 指導

[書類は、セクション全体に添付される必要があります]
A. 有料のイメージコースの開発と指導
あなたが指導した回数×コース時間。
コース概要、説明、教材のサンプルを添付してください。
0.5 ポイント = 指導時間あたり
コースタイトル

スポンサー

日付

時間

ポイント

#1
#2
#3
#4 その他
最小ポイント 0; 最大ポイント 50

小計:

B. 有料コースの開発のみ
カリキュラム開発と教材の準備
各コースの概要および説明を添付してください。
0.25 ポイント = コース時間あたり
コースタイトル

スポンサー

日付

時間

ポイント

#1
#2
#3
#4 その他
最小ポイント 0; 最大ポイント 25
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名前 ______________________________________________ 日付______________
C. 有料コースの指導のみ
他の人によって開発されたイメージコースを指導。 クラスの規模、回数、使用教
材など。あなたが指導した回数×コース時間数。
0.25 ポイント = 指導時間あたり
コースタイトル

スポンサー

日付

時間

ポイント

#1
#2
#3
#4 その他
最小ポイント 0; 最大ポイント 25

セクション

3： (最小ポイント 0; 最大ポイント 100)
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名前 ______________________________________________ 日付______________

セクション

4 ： プロモーション

[書類は、セクション全体に添付される必要があります]
A. 著作した記事、章、小冊子、ニュースレター、ブログ
イメージに関する、言語および非言語コミュニケーション
5 ポイント = チャプター、小冊子、リソースパッケージあたり
2 ポイント = 業界ニュースレター、新聞、雑誌、ウェブマガジンあたり
0.1 ポイント = ブログあたり
（ニュースレター、新聞／ニュースレター記事、ウェブサイト記事は、 申請者によって書かれてお

記事／チャプタータイトル

発行元／ウェブサイト

日付

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9 その他
小計：

B. イメージ関連の著作本、言語および非言語コミュニケーション
48 ポイント = 出版された本あたり
本タイトル

出版社

日付

ポイント

#1
#2
#3
#4 その他
小計：
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名前 ______________________________________________ 日付______________
C. イメージ関連のビデオまたはオーディオ資料の開発、言語および非言語コミュニケ
ーション
24 ポイント = 作成されたビデオまたは DVD あたり
12 points = 作成されたオーディオカセットまたは CD あたり
トピック

長さ

日付

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5
#6 その他
小計：
D. イメージ関連のメディアでの講演、言語および非言語コミュニケーション
12 ポイント = レギュラー番組出演、1 年間あたり
2 ポイント = 過去 5 年間にラジオやテレビの出演
1 ポイント =
での特集あたり

過去 2 年間、雑誌、新聞、またはオンラインメディア

スポンサー

トピック

日付

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5
#6 その他
小計:
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名前 ______________________________________________ 日付______________
E.

イメージ関連の講演会、言語および非言語コミュニケーション
過去 5 年間に務めたスピーカー、パネリスト、ディスカッション·リーダーなど
1 ポイント = 有料出演あたり
0.5 ポイント = 無料出演あたり
スポンサー

トピック

日付

ポイント

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8 その他
小計：

セクション

4： (最小ポイント 20; 最大ポイント 100) 合計 ________
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名前 ______________________________________________ 日付______________

セクション 5： 高等教育
[書類は、セクション全体に添付される必要があります]
認定コミュニティーカレッジ、カレッジまたは大学からのコース成績証明書や卒業証書
が必要
*A. 家政学、ファッションマーチャンダイジング、ファッションデザイン、ファインア
ート、ビジネス、コミュニケーション、心理学、社会学および／または教育の学位
を取得 （その他の科目はコア・コンピタンスを参照）。 学位の説明はガイドライ
ンを参照してください。
最高学位のみ記述
200ポイント = 博士号

150ポイント = 大学院

120ポイント = 卒業

60ポイント = アソシエート
教育機関

専攻

学位

最小ポイント 0; 最大ポイント 200

日付

ポイント

小計:

*B. ファッション／イメージコース、心理学、言語と非言語コミュニケーションコース
など - 学位が適用されないもの
（例: ファッション／アートの歴史、色彩理論、服飾、ラインおよびデザイン）
3 ポイント = 学期の履修単位あたり
教育機関

専攻

学位

最小ポイント 0; 最大ポイント 45

日付

ポイント

小計:

*C. 他の分野での高等教育
10 ポイント = 修了した年あたり
教育機関

専攻

学位

最小ポイント 0; 最大ポイント 40
セクション 5： (最小ポイント 0; 最大ポイント 285)
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ポイント

小計:
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名前 ______________________________________________ 日付______________
6 ： 参加とリーダーシップ
[書類は、セクション全体に添付される必要があります]

セクション

*A. イメージ関連の協会
1.

会員
国際イメージコンサルタント協会、カラーデザイナーインターナショナル、ファッ
ショングループインターナショナル、イメージコンサルタント連盟など

2 ポイント = 会員として終えられた年あたり（会員として終えられた年
のみが認められます）
協会

開始

終了

月/年

月/年

ポイント

年度 1
年度 2
年度 3、その他
最小ポイント 8
2.

小計:

AICI におけるリーダーシップ
ポイントは、任務ごとに授与されます。該当する任務については、CIP 申請ガ
イドラインに記載のリーダーシップポイントシステムを確認してください。
終了した任務のみが考慮されます。

（職務の説明を含め、国際カンファレンスの適切なスーパーバイザーによる証
明書の提出が必要。）
開始
月/
年

AICI における任務

最小ポイント 5; 最大ポイント 10

© AICI – 2018 AICI CIP ポートフォリオ

終了
月/
年

ポイント

小計:
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名前 ______________________________________________ 日付______________

B. 関連する協会のメンバーシップ
ターゲットマーケット協会（銀行業務、健康、ホテルなど）：インテリアデザイン
協会、ナショナルスピーカーズ協会、プロフェッショナルオーガナイザー協会、ト
ーストマスターズ、アメリカトレーニング＆開発協会、商工会議所など
1 ポイント = 会員資格年間あたり

協会

開始

終了

月/年

月/年

ポイント

年度 1
年度 2
年度 3、その他
最小ポイント 0

小計:

C. イメージ技能のチャリティーおよび社会貢献
（「セクション 4 E．講演会」で使用されている書類を含まない）
1 ポイント = イベントあたり
.1 ポイント = 慈善団体でのボランティア時間あたり
団体

ｲﾍﾞﾝﾄ

日付

最小ポイント 2

セクション

6： (最小ポイント 11; 最大ポイント 50)
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時間

ポイント

小計:

合計 ________
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名前 ______________________________________________ 日付______________

セクション

7 ： 賞と表彰

[書類は、セクション全体に添付される必要があります]
*A. イメージ関連の賞
イメージ関連の組織より送られた賞、表彰、または名誉 賞は、イメージ業界に関連したものでなくてはなりません。
10 ポイント = 賞あたり
賞

組織

日付

最小ポイント 0

ポイント

小計:

*B. 関連する賞
非イメージ関連組織からの特別賞（ガイドライン参照）
5 ポイント = 賞あたり
賞

組織

日付

最小ポイント 0

ポイント

小計:

*C. コミュニティの栄誉と認識
イメージコンサルタントとしてのコミュニティー認識（例: エージェンシータスク
フォース、諮問委員会）
名誉委員、美容／ファッションイベント審査員な
ど
1 ポイント = 名誉あたり
名誉

組織

日付

最小ポイント 0
セクション

7： (最小ポイント 0; 最大ポイント 30)
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ポイント

小計:
合計 ________
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AICI CIP ポートフォリオサマリー
各セクションからの合計をこのページに写してください。
必要最低
ポイント

許容最大
ポイント

セクショ
ン合計

検証済
み

セクション 1

専門的な準備

14

80



セクション 2

経験

96

350



セクション 3

指導

0

100



セクション 4

プロモーション

20

100



セクション 5

高等教育

0

285



セクション 6

参加とリーダーシップ

11

50



セクション 7

賞と表彰

0

30

141*



995



ポイント合計：
セクション 8

185

候補者のプロ意識

セクション９ ポートフォリオプロフェッショナリズム



270

30

60

*資格認定を獲得するためは 401 ポイントが必要です。 最小値は、プロとしての成長を確保するために設
定されています。最大値は、AICI サーティファイド・イメージプロフェッショナル認定者が１つまたは２
つの分野のみに集中して精通することを防ぐ目的で設定されています。 ポイントが最大値を超える場合も、
合計を報告する際に許可された最大値のみを記入してください。 ポイントが最小値を下回る場合は、申請
資格を得るまで申請を延期してください。 セクション 8 および 9 におけるポイントは審査員によって決定
されます。
項目と書類を再確認してください。 すべての書類にあなたの名前、セクションおよびサブセクション番号
を記載しなければなりません。 提出された情報は、サーティファイド・イメージプロフェッショナル
（CIP）委員会による検証の対象となります。 審査プロセスの期間中に、追加のサポート書類が要求される
場合があります。 申請書は、本書の文頭に記載されている CIP 共同委員長宛に送付してください。

私は、この申請に関する情報が正確であることを認めます。

署名

日付

名前（ブロック体）
住所
電話番号

Fax

Email

名前 ______________________________________________ 日付______________
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セクション 8: 候補者のプロ意識
[書類は、セクション全体に添付される必要があります]
このセクションは、CIP 委員会によって評価されます。 申請者は、このセクションでポ
イントを得られません。 未開封の評価封筒をこのページの後ろに挿入してください。
評価フォームは、オンラインおよび電子メールで作成または送信をすることができませ
ん。 未開封のまま郵送してください。 評価フォームが宅配便または直接手渡された場
合は、次の文を封筒の前面に記載しなければなりません：
私は、コンサルタントが、この評価フォームを読んでいないことを証明します。
署名:_______________________________________ 日付___________________
名前：______________________________________________________________
全ての評価は厳密に機密保持されます。申請者には返却されません。
A. 対等者評価
以下の書類を提出してください：
AICI CIP または AICI CIM イメージコンサルタントから、あなたの業務における水準ま
たは信頼性を保証する対等者評価フォームを 3 通。 評価フォームをコピーした後、あ
なたに返信されるべき期日を記載し、AICI CIP または AICI CIM 認定の対等者 3 名に送
付してください。 前面に対等者の名前、返送先住所、「CIP 対等者評価」が明記されて
いる返信用封筒を添付してください。 評価フォームを送信したすべての対等者の記録
を保管してください。 対等者の氏名、住所および電話番号を本申請書に記載してくだ
さい。
最小ポイント 45

最大ポイント 60

対等者評価 小計:

顧客の評価
以下の書類を提出してください：
あなたの仕事および専門知識の水準を認めている顧客からの評価フォームを 10 通。 評
価フォームをコピーした後、あなたに返信されるべき期日を記載し、10 名の顧客に送
付してください。 前面に対等者の名前、返送先住所、「CIP 顧客評価」が明記されてい
る返信用封筒を添付してください。 評価フォームを送信したすべての顧客の記録を保
管してください。 顧客の氏名、住所および電話番号を本申請書に記載してください。
最小ポイント 140

セクション

最大ポイント 210

顧客評価小計:_____

8 (最小ポイント 185; 最大ポイント 270)
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セクション

9： ポートフォリオプロフェッショナリズム

このセクションは、AICI CIP 委員会によって評価され、書類による提出およびオンライ
ンでの提出が要求されます。 申請者は、このセクションでポイントを得られません。
CIP 委員会は、次の基準に基づいてポートフォリオの専門性を評価します：
•
•
•
•
•
•

-

すべてのセクションに適切な書類提供（完全性）
書類は適切なセクションに挿入（管理）
書類は適切な順番（管理）
書類のラベルと番号（管理）
英語解説ノート提供（明確性）
バインダー全体のプレゼンテーション（美意識）

上記の 6 つの各要素は、次のように採点されます:
優秀（10 ポイント）
受容できる（5 ポイント）
受容できない（0 ポイント）

© AICI – 2018 AICI CIP ポートフォリオ
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候補者のパフォーマンス評価

対等者評価

候補者記入欄：
AICI CIP 候補者の氏名：
評価者名および認定資格：
関係の日付：

評価者へ：
添付の返信用封筒にフォームを入れてください。 封筒を密封し、私に送付してくださ
い。審査員により開封されるまで、フォームの機密は保持されます。

評価者署名____________________________________________
日付__________________________________________________
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1. プロフェッショナル·プラクティス／倫理

候補者は：

該当
なし

同意
しな
い

どちら
ともい
えない

同意す
る

適時の方法でメッセージを返した
時間厳守または大至急に連絡した
問題に対して把握を示し、応答が早
かった
効果的なリスニングスキルを持って
いた
詳細を処理した
私との責任を適時の方法で完了した
管理が優れた業務を行った
常に倫理的およびプロとしての行動
を示した
専門用語および言語を、説明するた
めに効果的かつ明確に使用した
優れたフォローアップを示した
2. 外見

候補者の外見は：

該当
なし

同意
しな
い

どちら
ともい
えない

同意す
る

常に適切であった
きちんとした身なりであった
髪型、服や化粧はプロのコンサルタ
ントとして適切であった
ボディーランゲージは、常に適切で
あった
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3. 仕事上の関係

候補者は：

該当
なし

同意し
ない

どちら
ともい
えない

同意す
る

他者との関係を尊重していた（他人の
噂はしなかった）
積極的および意欲的であった
対話は明確かつ簡潔であった
適切に委任した
適時に誤解を解明した
関係に付加価値を創出した
満足あるいは不満を感じた分野：
（明記してください）

候補者名 _______________________________________________________
評価者署名 ______________________________________________________
日付___________________________________________________________
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候補者のパフォーマンス評価

顧客の評価

候補者記入欄：
イメージコンサルタントの名前： __________________________________________
顧客評価者の名前（ブロック体）： ________________________________________
住所： _______________________________________________________________
電話番号： ___________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________
コンサルテーションの日付：
__________________________________________________

添付の返信用封筒にこのフォームを入れてください。
封筒を密封し、私に送付してください。審査員により開封されるまで、フォームの機密
は保持されます。

評価者署名_____________________________________________
日付__________________________________________________
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イメージコンサルテーション／プレゼンテーション評価
イメージコンサルタントの名前（ブロック体）： _____________________________________
コンサルテーション／イメージプレゼンテーションの名前 ：____________________________
イメージのトピック： ___________________________________________________________
コンサルテーション／イメージプレゼンテーションの長さ： ____________________________
コンサルテーションを終え、イメージコンサルタントによるサポートは、あなたにとってどの程

度貴重でしたか？
プロセスの各項目の満足度を示す数値を○で囲み、コンサルティング／プレゼンテーションプロ
セスの満足度を評価してください。 下記の範囲で評価してください。

あなたの満足度

1
満足し
なかっ
た

2

3
非常に
満足し
た

コンサルタントとの信頼関係。

1

2

3

コンサルタントの知識。

1

2

3

コンサルタントの知識と伝達能力。

1

2

3

コンサルタントのあなたの目標を理解する能力。

1

2

3

1

2

3

1

2

3

目標に向けてあなたをサポートするためのコンサルタン
トの計画開発能力。
満足あるいは不満を感じた分野：
（明記してください）

イメージコンサルタントとのミーティングは、あなたの期待に沿うものでしたか？
はい  いいえ
イメージコンサルタントの外見及び行動はプロとしてふさわしいものでしたか？
はい  いいえ
イメージコンサルタントとのセッションおよび／またはセッションの結果について、コメントが
ありますか？

評価者署名 ___________________________________ 日付 _____________

ありがとうございました！ 用意された封筒にこの調査を封印してください。
カバーシートと共にイメージコンサルタント宛てに返信してください。
© AICI – 2018 AICI CIP ポートフォリオ
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名前 ______________________________________________ 日付______________

セクション

9 ： 倫理的な考慮事項と懸念

A. 訴訟
あなたおよび顧客あるいは他の画像コンサルタントとの間に、未処理の訴訟はあります
か？
ない 

ある ある場合： 状況を教えてください。

（必要に応じて、追加シートを使ってください）

B. 利害の対立
あなたのビジネスと AICI 倫理規定の間に利害の対立がありますか？ （ページ 33–34)
ない 

ある 

ある場合： どのような対立ですか？

C. 倫理規定
あなたは、AICI 倫理規定を遵守していますか？
はい 

いいえ 

いいえの場合： 理由を教えてください。

AICI CIP 委員会は、申請者を認定または保留する権利を有します。 認定不可の理由は、書面に
よる請求により、取得可能です。 各認定申請書は、申請基準に定められた項目に基づいて検討
されます。

© AICI – 2018 AICI CIP ポートフォリオ

47

国際イメージコンサルタント協会
Email: info@aici.org Web: www.aici.org

AICI 倫理規定および
職業上の行動規範
２００６年１０月１０日改正

倫理規定
AICI 会員は、次の義務があります：
•

社会、顧客、潜在顧客、従業員、他の会員に対し、誠実に、専門性と威厳をもって倫理的 に行動
する。

•

仕事に対する信用をもたらすよう、専門性と倫理観をもって行動すると同時に、他の会員にもそ
のように行動することを奨励する。

•

自身および他の会員の専門家としての能力を維持し向上するよう努める。

•

適切に配慮し、独立した専門的判断に基づいて行動する。

職業上の行動規範
第 1 章： 基本的な責任
会員は、次の義務があります：
A. 政府、行政機関、規制機関、認可機関、専門家団体において適用されうるすべての法律、規則お
よび規制を理解し、遵守する。
B. 上記の法律、規則および規制に対し故意に違反行為または違反が疑われる行為をしない。
C. 求められた仕事を適切に遂行するために必要な訓練や経験なくして、専門家としての責任を請け
負わない。
D. AICI の規約に定められた通り、個人間および業務上で行われるすべてのコミュニケーションにお
いて、資格、 学歴、経験、所属団体について正確に示さなければならない。

第 2 章： 顧客との関係および責任
会員は、次の義務があります：
A. 遂行するプロジェクトやサービスの範囲、主旨、企画から完了に係る全ての料金および経費につ
いて、 口頭もしくは文書にて明示する。
B. 顧客や潜在顧客に対し、利益相反になりうるすべての特別な関係や状況について報告を行う。
C. 法律によりやむを得ない場合を除き、顧客情報を守秘する。
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第 3 章： 職業および協会との関係および責任
会員は、次の義務があります：
A. 職業上の不正行為を行わない。
B. 職業上、不正、詐欺、虚偽、不正表示に関わる一切の行為を行わない。また誠実性、信頼性ある
いはプロ としての適正に反する行為にも一切関与しない。
C. 協会の規約および会員要件に示されたように専門的教育、訓練、専門的技術において、十分に条
件に満たない者を故意に推薦しない。
D. 経済的要因、人種、宗教、民族的背景、性別、年齢、性的嗜好、身体的条件、国籍によっていず
れの者も差別してはならない。
E. 他者に帰属する教材、顧客リスト、出版物や論文を許可なく、あるいは適切なクレジット表示な
く利用しない。 会員は自ら制作したもの、もしくはその管理下において有償で外部制作したも
ののみを自らに権利帰属したものとして使用できる。
F. 法律によりやむを得ない場合を除き、他者からもたらされたいかなる機密情報も侵害しない。
G. 他のコンサルタントが市場に参入することに対し、不当にあるいは不適切に制限を与えるいかな
る協定にも関わらない。
H. 言葉や行動によって、他のコンサルタントの評判や業務上の取引関係を不正に侵害しない。

違反
AICI の会員として、または AICI の称号を授与された非会員として、私は倫理規定と職業上の行動規範を
遵守する義務を負っています。 私は本規定に対するすべての違反行為は、AICI 倫理委員会が制定した規
則や手続きに則って裁決されることを理解しています。 また私は、協会の規約、方針、手続きに則って
懲戒処分が適用されることを理解しています。
私はここに、名誉毀損や取引制限から裁定や懲戒処分、除名に至るまで、AICIあるいはAICIの会員に対
して私が持ち得る倫理規定に関する不満、調査、手続、執行に起因するあらゆる要求を放棄します。
私は、AICI の倫理規定および職業上の行動規範に同意します。 本書類の書名は、これらの規範を遵守す
るという誓約の証です。
___________________________________________________________________________________
署名
日付
オンライン申請の場合は、電子署名も可。

私は AICI の会員です。
私は AICI の称号きを取得している非会員です。
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AICI コア・コンピタンス
AICI のコアコンピタンスは、知識、スキル、能力、画像コンサルタントとして成功するために
必要な行動を特定します。 コア・コンピタンスは、AICI 認定を取得するための基礎を形成し、

継続的な専門能力開発のための方針を確立します。
どのコンピタンスが AICI FLC 試験でカバーされているかの情報については、www.aici.org に記
載されている「AICI ファーストレベル試験(FLC)候補者ハンドブック 」を参照してください。
1. 技術知識

A.

イメージの心理的側面
• イメージの効果
• 自己概念理論／特有の個性
• 一般的な価値観＆アパレル価値理論
• 人格理論
• 防御機構

B.

イメージの社会的側面
• アパレルの起源、動機、機能および手入れ
• イメージを介した非言語コミュニケーション
• 文化のパターン＆多様性
• 役割、ステータス＆階層構造／ランク
• 歴史的な衣装
• ファッション業界及びファッショントレンド
• エチケット＆プロトコール
• 礼儀正しさ

C.

イメージの物理的側面
• 身体知覚＆プレゼンテーション
• ボディ·ランゲージ
• 栄養／食事
• エクササイズ／フィットネス
• 美容整形
• 手入れ
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D.

アパレルにおけるイメージ/ビジュアルデザインの芸術的側面
• ドレス＆イメージにおける芸術（アクセサリーを含む）
• デザインの原理（目標）
バランス
プロポーション
スケール
リズム
重点
調和
• デザイン要素（ツール）
ライン
形
色
テクスチャ
パターン
スケール
• デザインの要素でのパーソナルスタイル
• ワードローブマネージメント

2. 専門的な準備 & 開発 - 技術知識の応用

A.

顧客／ターゲット市場
• 潜在的な顧客

B.

プログラム（グループ用）
• プレゼンテーショントピックス（上記 I.技術知識を参照してください）
• プログラムプレゼンテーションスキル
• プログラム／プレゼンテーション用の種類およびフォーマット
• 指導／円滑化テクニック
• 補助教材および資料
• プログラムの準備用の資料

C.

サービス（個人用）
• 潜在的サービス（女性、男性、子供）
• サービス準備用の資料
• 指導／円滑化テクニック
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D.

プロダクト
• 潜在的な製品／商品の開発
• 流通

E.

マーケティング／マーケティングテクニック
• 広報活動
• プロモーション／販促資料
• グラフィックス
• 料金構造
• 販売スキル
• ビジネス／パーソナルネットワーク
• ソーシャルメディア

3. ビジネスマネジメント

A.

組織的な側面
• ビジネスフォーム
• オフィシャル／ビジネスロケーション
• 資金調達
• 社内スタッフ
• リソース／関連する専門家
• 加入するべき協会／参加するべきカンファレンス
• 購読するべき出版物

B.

マネジメント面
• AICI 倫理規定
• 戦略プラン／ビジネスプラン
• 設備＆備品
• 法的問題
• マネジメントスタイル＆スキル
• 経理および記録
• 移動

AICI は、ジュディス・ラズバンド、 AICI CIM、 Conselle LC の許可を得てアウトラインを使用しています。
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