


ようこそ、 『AICI東京チャプター 第5回エデュケーションディ』へ
　今年も、 イメージコンサルティング業界世界最高水準であるAICIの日本支部東京チャプター
は、エデュケーションディを開催する運びとなりました。 東京チャプターとして皆様に教育の機
会を提供する事ができますことを嬉しく、 光栄に思います。
　今年のテーマはRelationship & Progress　～「つながり」と「発展」～。１１月９日、１０日を通し
て、メンバー同士が共通の目的意識に向けつながりを持ち、ビジネスを発展させる素晴らしいきっ
かけになると信じております。
　元AICIインターナショナルプレジデントのリン・マークス、 AICI CIM氏をスピーカーにお迎
えし、CEUプログラム『あなたのブランドを確立する方法』を提供いたします。リン・マークス, 
AICI CIM氏に於いては、記念すべき2009年第1回エデュケーションディ開催時には素晴らしいス
ピーカーとして、まさに世界水準を見せていただきました。 今回5年の歳月を得て、新たな特別プ
ログラムをご用意いただきました。
　ビジネスを成功に導く要素の１つとして、「ブランディング」の重要性が昨今大変注目されてい
ます。 インターネット上でのコミュニケーションの発展と共にパーソナルブランディングの時代
も到来しました。私たち自身のブランディングを強化し、 確立するための具体的な方法をワーク
ショップで体得し、 効果的、かつ感動を与えるプレゼンテーションを経験することが、 どれ程私
達のビジネスに役立つか計り知れません。
　日本に居ながらにして、 国際的トップレベルのイメージコンサルタントのプログラムを日本語
で受講できる大変に貴重なチャンスです。 AICIメンバーはもとより、 広くご興味のある皆様のご
参加を心よりお待ち申し上げております。
　末筆となりましたが、 献身的に準備を進めてくださいましたエデュケーション・コミッティー
と関連メンバー、また、 東京チャプターの発展の礎を築かれました大森ひとみ元会長、ならびに神
津前会長、そして、先人メンバーの皆様に深く感謝致します。

第5回『EDUCATION DAY』の開催にあたって

AICI 東京チャプター会長

～Welcome to AICI　Tokyo Chapter Education Day～
We are extremely honored to host Education Day as part of Tokyo Chapter of 
AICI, the leading and largest professional association of personal and corporate 
image consultants worldwide.
We believe these 2 days will offer wonderful opportunity to connect members, walk 
toward to our goal and develop our business together. 
The program “How to Create and Build a Recognizable Brand” provided by AICI 
International Past President Lynne Marks, AICI CIM who had also gave us a 
wonderful CEU program for the first Tokyo Chapter Education Day in 2009. After 
5 years since then, we invite her with a great pleasure back to Tokyo for the new 
program elaborated especially for us.
We are welcoming not only the AICI members but everybody who are interested 
in the image field to joining us this special occasion.
Last but not least, we appreciate and are very proud of all the dedicated members 
of Tokyo Chapter Education Committee and associated members who have been 
devotedly involved in the preparations, and we would thank all of our predecessors 
including Past President Hitomi Ohmori, AICI CIM and Immediate Past President 
Kayoko Kozu, AICI CIP, who laid the solid foundation of the successful Tokyo 
Chapter.

President of Tokyo Chapter
Keiko Nagao, AICI FLC



開催概要

■開催日
２０１３年１１月９日（土）　１０日（日）

■CEU プログラム（全1.4CEU　各0.7CEU）
１１月９日（土）
◇タ イ ト ル：『あなたのブランドを確立する方法』基礎編
◇スピーカー：リン・マークス , AICI CIM
　　　　　　　元 AICIインターナショナル・プレジデント

１１月１０日（日）
◇タ イ ト ル： 『あなたのブランドを確立する方法』応用編
◇スピーカー：リン・マークス , AICI CIM
　　　　　　　元 AICIインターナショナル・プレジデント　　　

◇会　　　場：〒１０１－００６２

◇スケジュール　

・１１月１０日（日）

東京都千代田区神田駿河台４－６
御茶ノ水ソラシティ
「ソラシティカンファレンスセンター」
2 階　テラスルーム
http://solacity.jp/cc/access/index.html

◇アクセス  ・JR中央・総武線「御茶ノ水」駅　聖橋口から徒歩 1分
・東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水」駅　B2出口直結
・東京メトロ 丸ノ内線「御茶ノ水」駅　出口 1から徒歩 4分
・都営地下鉄 新宿線「小川町」駅　B3出口から徒歩 6分

・１１月９日（土）

■ DATE & TIME　
　Saturday, November 9/2013　  10:00 a.m. - 7:30 p.m.　（JST）
　Sunday, November 10/2013　　10:00 a.m. - 7:30 p.m.　（JST）

■ CEU PROGRAM  (2Days-1.4CEUs  1Day-0.7CEUs )
     November 9/2013
   ◇ Session Title: 「How to Create and Build the Foundation of a Recognizable Brand」
   ◇ Speaker: Lynne Marks, AICI CIM
       Past President of the Association of Image Consultants International (AICI)
     November 10/2013
   ◇ Session Title:「How to Create and Build Advanced Brand Awareness」 
   ◇ Speaker: Lynne Marks, AICI CIM
       Past President of the Association of Image Consultants International (AICI)
   ◇ Location：「Sora City Conference Center 」
　　 Ochanomizu Sora City
       4-6 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0062
       2F Terrace Room

◇Timeline  
  November 9 (Sat)

  November 10 (Sun)

・1-minute walk from Ochanomizu JR Chuo-Sobu Line Station’s Higiribashi Exit
・Direct access from Shin-Ochanomizu Metro Chiyoda Line (subway) Station Exit B2 via underground
・4-minute walk from Ochanomizu Metro Marunouchi Line (subway) Station Exit B1 
・6-minute walk from Ochanomizu Toei Shinjyuku line Station Exit B3
http://solacity.jp/cc/common/pdf/access_visiter.pdf

受付
オリエンテーション・会長挨拶
セッション（途中休憩 1 回有り）
昼食休憩
セッション （途中休憩 2 回有り)
アンケート他 

受付
セッション （途中休憩 1 回有り）
昼食休憩
セッション （途中休憩 2 回有り）
アンケート他

Registration
Orientation, Presidential address
Session (one short break)
Lunch
Session (two short breaks)
Questionnaire

～ 9:35 a.m.
～ 9:55 a.m.
～ 1:00 p.m. 
～ 2:00 p.m.
～ 7:00 p.m.
～ 7:30 p.m.

～ 9:50 a.m.
～ 1:00 p.m.
～ 2:00 p.m. 
～ 7:00 p.m.
～ 7:30 p.m.

9 : 1 0
9 : 4 0
1 0 : 0 0
1 : 0 0
2 : 0 0
7 : 0 0

9 : 3 0
1 0 : 0 0
1 : 0 0
2 : 0 0
7 : 0 0

a.m.
a.m.
a.m.
p.m.
p.m.

Registration
Session (one short break)
Lunch
Session (two short breaks)
Questionnaire

- 9 :50 a.m.
- 1 :00 p.m.
- 2 :00 p.m. 
- 7 :00 p.m.
- 7 :30 p.m.

9 : 3 0
1 0 : 0 0
1 : 0 0
2 : 0 0
7 : 0 0

a.m.
a.m.
a.m.
p.m.
p.m.

a.m.
a.m.
a.m.
p.m.
p.m.
p.m.

- 9 :35 a.m.
- 9 :55 a.m.
- 1 :00 p.m. 
- 2 :00 p.m.
- 7 :00 p.m.
- 7 :30 p.m.

9 : 1 0
9 : 4 0
1 0 : 0 0
1 : 0 0
2 : 0 0
7 : 0 0

a.m.
a.m.
a.m.
p.m.
p.m.
p.m.



会場のご案内



スピーカープロフィール

Lynne Marks, AICI CIM

　Lynne Marks, AICI CIMは、ロンドンイメージ
研究所（London-Image Institute）所長。イメージ業
界を牽引してきた指導者であり、AICIの会長を２
代にわたり歴任。正に、イメージ業界の第一人者で
あり、世界にひと握りしかいない CIMの資格保持者
でもある。講演者、作家、トレーナーとして、大企業
であるPacific-Dunlop社やUnited航空のブランディン
グコンサルティングを行い、また、Rock-Ten社、GE社、コカコー          
ラ社で役員・管理職のためのコーチングにも携わる。15年以上にわたり、企業や個人
のブランド力を高めることに従事し、信頼性の向上に努めてきた。
　Lynneは、1989年に“ロンドンイメージ研究所（London Image Institute）” でイメー
ジコンサルタント育成プログラムを開発。“ロンドンイメージ研究所” は確固たる地
位を確立し、尊敬に値する会社の１つとして AICIに支持されている。当研究所は、
アジア（“ImageAsia” として知られる）、英国、米国にも拠点を持つ。“ImageAsia” は、“ロ
ンドンイメージ研究所” と“The Academy for Image Mastery in Asia” のコラボレー
ションであり、東西のそれぞれの良さを融合させた訓練を展開してきた。
　また、Lynneは Time、Forbes、The Wall Street Journal、CNN、ELLE、Women’ s day、
Glamour、Bloombergで取り上げられたばかりではなく、その他ラジオ、テレビなど
数えきれないほど活躍している。この業界のベスト・セラーとなった The Perfect 
Fit: How to Start an Image Consulting Businessの共著者であり、また Skinny Bits, 
Wisdom for a Flourishing Image Businessの著者でもある。

Lynne, President of London Image Institute a mentor and leader to the image 
industry has twice served as International President of the Association of Image 
Consultants International (AICI). She is an industry award winner and one of only a 
handful of Certified Image Masters worldwide. Keynote speaker, author and trainer, 
she has consulted with Fortune organizations such as Pacific Dunlop, United 
Airlines on branding and coached high level executives from companies such as 
Rock Ten, GE, Coca Cola and scores more on corporate and personal branding for 
over 15 years to increase their credibility in the organization and improve their 
performance. 
Lynne developed London Image Institute’s Image Consulting Training Programs in 
1989. As one of the most established and respected companies authorized by AICI, 
the institute has centers in Asia, (known as ImageAsia) the UK and the US. 
Combining the best of eastern and western training, ImageAsia is a nine-year 
collaboration between London Image Institute and The Academy for Image 
Mastery in Asia.
Lynne has been featured in Time, Forbes, The Wall Street Journal, CNN, Elle, 
Women’s day, Glamour, Bloomberg and countless other publications, radio and 
television. She is co-author of industry best-seller, The Perfect Fit: How to Start an 
Image Consulting Business and author of Skinny Bits, Wisdom for a Flourishing 
Image Business.



■日時
11月9日（1日目）

■タイトル 
『あなたのブランドを確立する方法』基礎編

■概要
ワークを通して、あなたのブランドを築くための強力な基盤を作り上げていきます。あなたがター
ゲットとする市場、ブランドの立ち位置（brand-positioning）と必要な取るべき行動を明確にし
ていきます。既にお持ちの技術、成果、経験や経歴をどのように活かせば優れたアドバイザーに
なれるかについて学ぶことができます。あなたがターゲットとする市場の心をしっかりとつかむ
ことができる様に、ユニーク（個性的）で、かつスペシャルなあなた自身のブランドを構築する
ためのツールを得ることができます。

■日時
11月10日（2日目）

■タイトル 
「あなたのブランドを確立する方法」応用編

リン・マークス, AICI CIM

CEUプログラム

Lynne Marks, AICI CIM

November 9, 2013

DAY 1. How to Create and Build the Foundation of a Recognizable Brand
In this hands-on workshop you will actually do the groundwork to create a 
powerful foundation to build your brand. You will leave with a clear direction of 
your target markets, brand positioning and actions needed. You will learn how to 
use the relevant skills, accomplishments, experience and background you already 
have to position you as a high quality advisor. You will gain the tools to create a 
unique specialty for your brand that creates an elevated awareness in the minds 
and hearts of your target markets.

■概要
さらにブランド力を発展させるコースです。１日目の内容を応用するためのコースですが、既に
会社をお持ちの方には、この日の講座のみ受講して頂くことも可能です。非常に大きな組織が自
分たちのブランドを創造していくために何を行うのか、そのプロセスを実際のワークを通して体
験していきます。あなた自身がブランド商標（Brand-icon）となるために、ブランドを構成して
いる特徴的な要素は何か、ブランド力をどう高めていくのか、徹底的な自己観察を実施しながら、
ブランディングやパーソナル・ブランディングに必要な５つの要素について学んでいきます。最
後には、ブランドの立ち位置（Brand positioning）のための戦略、マーケティングに必要なアイディ
アや、あなたが選んだ市場において忘れられない印象を残すためのキャッチフレーズ（tagline）
を創造する方法を自分のものにする事ができるでしょう。

Presents
AICI TOKYO CHAPTER WORKSHOPS

リン・マークス, AICI CIM

November 10, 2013

DAY 2. How to Create and Build Advanced Brand Awareness
This day is an advanced branding course that is a follow-up to Day 1 or can be 
completed as a single course for people who have an existing company. In this 
generative workshop you will go through the same process that very large 
organizations do to create their brand. You will practice five essential elements of 
branding and personal branding by taking an in-depth look at yourself as the brand 
icon and studying the ingredients of brand identity to promote your brand. Finally, 
you will gain the tools to create a brand positioning strategy, marketing ideas and 
tagline to create an indelible impression on your chosen markets.

Lynne Marks, AICI CIM



募集要項

Online application;  http://goo.gl/6Vw36h
Please fill out your name that you registered with AICI Headquarter. Online application will be accepted only.
Please pay a registration fee which mentioned in online application form within 1 week after your registration.
You will receive confirmation letter by e-mail when payment is received and confirmed.

1.

2.
3.

■開催当日の緊急連絡先
　 １１月９日・１０日の緊急連絡先につきましては、参加者の方に事前にご連絡いたします。

■問合せ
◇ エデュケーションディに関する総合的なお問合せ
　 東京チャプターＶＰエデュケーション　宮本  雅恵
　 メール：educationday@aicitokyo.com　　電話：03-6868-6067　

■注意事項
　 会場内は飲食可です。お飲み物等各自でご用意をお願い致します。
　 昼食の提供はございませんので、お弁当もしくは周辺のレストランをご利用下さい。

■申込み方法
AICI東京チャプターエデュケーションディ申込みフォームよりお申し込みください。   
申込みフォームはこちらです　→　http://goo.gl/au14m4
AICI本部登録をしている氏名でお申し込みください。尚、電話でのお申し込みは受け付けておりません。
早期割引価格適用期間中にお申し込みをされた方は、１０月２１日（月）までに着金が完了するようにお振り込みください。
早期割引期間終了後にお申し込みをされた方は、１０月３１日（木）までに着金が完了するようにお振り込みください。
振り込み先は出欠フォームに記載してあります。
それぞれの着金完了期限までに送金がなかった場合には、参加申し込みを取りやめたものとみなして処理いたします。
早期割引期間終了後、並びに通常申込み期間終了後にお振り込みが確認された方に、参加確定のご連絡のメールをお送りい
たします。

1.

2.

3.

4.

■参加費用
◇ CEU プログラム　
２０１３年１０月２１日（月）までに支払い完了の場合（早期割引）　
● 9日・10日プログラム
● 9日プログラムのみ参加 
● 10日プログラムのみ参加
２０１３年１０月２２日（火）～ １０月３１日（木）までに支払い完了の場合（通常価格）
● 9日・10日プログラム　 
● 9日プログラムのみ参加　
● 10日プログラムのみ参加　

※参加費にはCEUプログラム受講料、３時のお茶代を含みます。   ※参加費は税込みです。　

■ HOW TO APPLY　　

The CEU program will be performed in English, and a consecutive interpretation service into Japanese will be provided.
Please note that AICI Tokyo Chapter will not arrange consecutive interpretation into other languages.
For participants who need interpreter for your own language, interpreter’s companies are followings. 

■ Interpretation 

■ Notice
    Eating and drinking are allowed inside the venue. No lunch will be provided so please buy boxed meals or eat at a    
    restaurant nearby. Please bring your drinks during the sessions. 

■CEUプログラム参加取りやめへの対応について
地震や自然災害発生による中止の場合や国・自治体からの開催自粛要請を受けCEUプログラムの開催が中止となった場合
には、CEUプログラムへの参加費から実費を差し引かせて頂き、残金を返金致します。
自主的に参加を見合わせた事による不参加の場合には、参加費の返金は致しかねます。 悪しからずご了承ください。

1.

2.

■個人情報の管理について　
　 AICI 国際イメージコンサルタント協会東京チャプターでは、エデュケーションディ参加申込みを通じて収得した個人情報を厳正に管理  
    し、エデュケーションディの実施・定例会などのご案内の目的にのみ利用し、法令で定める場合を除き第三者に提供致しません。

■宿泊施設の斡旋について
　 当会では、エデュケーションディ参加の方への宿泊施設の斡旋・手配はしておりません。ご自身でホテルの手配をして頂きます
　 ようお願い致します。

■ Our policy toward the cancellation of CEU Program　 
    1. If we cancel CEU Program by natural disaster, we will pay back the fee excluding our cost.
    2. If you cancel your participation on your own, we will not pay back the fee.     
    (Regarding the maintenance of Individual Info)
    Association of Image Consultants International (AICI) Tokyo Chapter will manage Individual Info carefully got from   
    participation of Education Day and use the information only with the aim of introduction of running this education day.

■ Attendance to the Hotels
    We do not attend to the Hotels for the participants of Education Day.

＊The fee include tuition and tea at 3p.m.  ＊Tax is included.

    General fee: October22-October31, 2013 
　 2 days Full Price (1.4CEU’s) sessions
　 9th One day Price(0.7CEU’s) sessions
　 10th One day Price (0.7CEU’s) sessions

・AICI Member  JPY59,000
・AICI Member  JPY43,400
・AICI Member  JPY43,400

・Non Member  JPY69,000
・Non Member  JPY53,400
・Non Member  JPY53,400

■ CAUSION　
    We deal with application in order of applications. At the time of Early Bird dead line it might take time to deal with  
    applications. Please understand this and apply EARIER.If 2 weeks will have passed without your payment after  
    application, your application will be canceled.

■ CONTACT ON EMERGENCY
    The emergency contact number during the Education Day will be notified for the participants prior to the date.

■ CONTACT
    Masae Miyamoto, AICI FLC, VP Education of AICI Tokyo Chapter
    e-mail: educationday@aicitokyo.com     Phone: +81-3-6868-6067

■ FEE
    Early Bird if you pay by October21, 2013  
　 2 days Full Price (1.4CEU’s) sessions 
　 9th One day Price (0.7 CEU’s) sessions 
　 10th One day Price (0.7CEU’s) sessions 
  

・AICI Member  JPY49,000
・AICI Member  JPY38,500
・AICI Member  JPY38,500

・Non Member  JPY59,000
・Non Member  JPY48,500
・Non Member  JPY48,500

・AICI 非会員59,000円
・AICI 非会員48,500円
・AICI 非会員48,500円

・AICI 会員49,000円
・AICI 会員38,500円
・AICI 会員38,500円

・AICI 非会員69,000円
・AICI 非会員53,400円
・AICI 非会員53,400円

・AICI 会員59,000円
・AICI 会員43,400円
・AICI 会員43,400円

◇ SIMUL INTERNATIONAL    http://www.simul.co.jp/en/interpreter/index.html
◇ ISS    http://www.issjp.com/en/index.html
◇ GLOVA    http://www.glova.co.jp/english/
If you have any questions, please feel free to contact : Masae Miyamoto, VP Education of AICI Tokyo Chapter 
e-mail: educationday@aicitokyo.com　　Phone: ＋81-3-6868-6067



■AICI 東京チャプターボードメンバー  Board members of AICI Tokyo Chapter
●永尾 敬子, AICI FLC [Keiko Nagao, AICI FLC]  会長[President]
●宮本 雅恵, AICI FLC [Masae Miyamoto, AICI FLC]  副会長/VPエデュケーション [President  Elect 
　/VP Education]
●吉村 ひかる, AICI FLC [Hikaru Yoshimura, AICI FLC] VP秘書 [VP Secretary] 
●あべ りか, AICI FLC [Rika Abe, AICI FLC] 会計/VPメンバーシップ [Treasure / VP Membership]
●神津 佳予子, AICI CIP [Kayoko Ikuko Kozu, AICI CIP] 前会長 [ Immediate Past President ] 
●大森 ひとみ, AICI CIM [Hitomi K.Ohomori, AICI CIM] 元会長/
　元インターナショナルボードメンバー[Past President/ Past International VP Education] 
●田中 かす美, AICI FLC [Kasumi Tanaka, AICI FLC] VP マーケティング [VP Marketing]
●三上 敦子, AICI FLC [Atsuko Mikami, AICI FLC] VP ミーティング [VP Meeting]
●逆井 直人, AICI FLC [Naoto Sakasai, AICI FLC] VP コミュニケーション [VP IT Communication]

■エデュケーション・コミッティー  Education Committee

実行メンバー・役員

●宮本 雅恵, AICI FLC　[Masae Miyamoto, AICI FLC] 
●海野 あかね, AICI FLC [Akane Unno, AICI FLC]エデュケーション・コミッティー コチェア
●神津 佳予子, AICI FLC [Kayoko Ikuko Kozu, AICI CIP]
●あべ りか, AICI FLC [Rika Abe, AICI FLC]
●伊藤 由利子, AICI [Yuriko Ito, AICI]
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エデュケーションディの開催にあたり

ご協力いただきましたすべてのボランティアスタッフに対して

心よりの感謝の意を表します

ＡＩＣＩ東京チャプター
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