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０ ベーシックコース開講前・実施後の流れ 
 

インストラクター 
 

まなゆい本部 

 
■ガイドラインでベーシックコースの概要（P4）
を確認する 

 

 

 

■開催申告をする（WEB）  
＊P5 参照 

 

■フェイスブック・公式 HPに掲載 

集客・お申し込み受付の開始 

■お申し込み受付 

 

 

集客・お申し込み受付の終了 

■テキスト・修了証の購入 (P7) 

 

 

 

 

■テキスト・修了証の発送 

講座の開講 

■受講生に修了証(P8)の発行 
 

 

■「受講者リスト」(P8)を本部に送る 

 

■ベーシックコース終了の確認 

 
  

申告 

提出 

提出 

郵送 
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Ⅰ ベーシックコースの概要を理解する 
 
⑴コースの内容 
まなゆいの基礎を習得できるセミナーです。 理論の説明と実習で、まなゆいとは何かを 1 日かけて体感してい

ただけます。 

 

 

⑵コースの料金 
受講料： ・新規受講  23,000 円（税別） 

     ・再受講   11,500 円（税別） 

      ※新規時に他のインストラクターさんで受講された方も OK です。 

     ・（新規お友達を紹介して）再受講 ： 無料 

 

     ・アドバンス受講生枠  無料 

      ※他のインストラクターさんで AD コースを受講された方も OK です。 

      ※アドバンス受講生枠は、開講インストラクターで枠を設定してください。 

      ※枠が埋まってしまった場合は、BC 再受講価格での受講となります。 

      ※（2020/5/31 までにアドバンスコースを修了した人で） 

        修了日から 2年（2020/3/31 までに修了した人で）が経過しても枠があれば OKです。 

※テキスト購入の希望の場合は １冊 1500 円（送料込）でインストラクターから購入ください。 

 

〔まなゆいくらぶメンバー料金〕 

基本額から 10%引き 23,000 円の 10%引き 20,700 円(税別)→22,770 円（税込）  

さらに ここから（22,770 円）チケット 3,000 円が活用できます。 

 

＊まなゆいくらぶ（http://www.manayui.com/club）について → P10 を確認ください。 

 

 
⑷受講者資格 
どなたでもご参加いただけます 

 
⑸修了認定課題 
受講をもって、修了とします。 

ベーシックコース再受講の修了証に関して、再受講の場合は、修了証の発行はありません。 
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⑹補講 
１日講座ですので、補講はありません。 
 
⑺再受講 
①再受講生の確認方法 

・再受講生 … 新規 BC修了時の修了証にて確認してください。 

・アドバンス修了生 … アドバンスコース修了証にて確認してください。 

 

 

Ⅱ 講座の告知・集客の前に 
 
⑴開講申告をする（WEB） 
開催の意思が決まったら、開催申告を本部にする。申告後、本部より公式ホームページ・メールマガジン等に掲載し

ます。 

下記のリンク先より、開講予定のベーシックコースの予定を入力してください。 

http://manayui.com/guideline/basic/ 

 
 

Ⅲ お申し込みの受付 
 
⑴お申し込み受付 
・ベーシックコースの概要（P4~）をもとにお申し込みを受け付けてください。 
 

 
⑵お支払い方法 
講座料金のお支払い方法は原則、一括払いとする。 

＊オリジナルで設定している場合は、そちらを採用してもかまいません。 

 

〔お支払い方法〕一括払い 

〔お支払い先〕 開講するインストラクターが指定してください 

〔お支払い期日〕お申込みいただいた日から、10 日以内にお振込みください。 

        お振込みを確認してお申込み完了となります。 

        ご都合でお振込みが遅れる場合はご連絡ください。 
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⑶キャンセルポリシー 
受講料のお振込が確認された時点（分割払いの場合はお申し込み金のお振込）でお申込み完了となります。 

＊個人のキャンセルポリシーがある場合は、そちらを採用してもかまいません。 

 

キャンセルポリシーは下記の通りとなります。 

＊払い方は分割でも、受講の扱いとしては「一括払い」と同じになりますため、上記のキャンセルポリシーを適用と

する。 

 

【キャンセルポリシー】 

１週間前（７日前）は 全額返金  手数料(1,000 円)  

1 週間前～当日は 返金はありません 
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Ⅲ 講座の準備 
 
⑴テキスト使用のルール 
①公式テキストの使用は、インストラクターのみ使用可能です。 

②公式テキスト PDF データの使用は、オンラインでの開講時にインストラクターによる「画面共有」のみの使用と限

ります。 

③オリジナルテキストの使用に関して 

オリジナルテキストをメインの教材としてベーシックコースを実施することも可能です。ただしその際、公式テキス

トは、必ず受講生にお渡しください。 
 

⑵テキスト・修了証の取り寄せ 
開講前に、人数分のテキスト・修了証を「初級講座サポートパック購入ページ」から必ず購入ください。1 回の注文

で《講師 1名分+受講生予備 1名分》のおまけが付いてきます。 

 

【初級講座サポートパック購入金額】 

新規：１名あたり：3,000 円（税別） 

再受講：１名あたり：2,000 円（税別） 

予備セット：１セット 5名分（使用した場合は事務局へお支払いください。年度末に在庫の確認します。） 

アドバンス修了生用：1冊：500 円（税別） 

  

予備テキストに関して 

＊	 別途予備が必要な方は、予備セットを取り寄せください。注文フォームのチェック欄へチェックをいれてください 

＊	 汚れの場合→購入（１冊 3000 円）となりますのでお気をつけください。返送時の送料はご負担ください)  

＊	 あくまで「在庫」となります。使用した場合は、使用に応じた料金をお支払いください。 

＊	 年度末に在庫の確認を行います。 

 

本講座修了生用テキストに関して 

＊	 無料受講者用（本講座修了生枠）の方は、ご自身のテキストをお持ちいただいての受講も可能です。新テキスト購

入希望の場合は、インストラクターから販売してください。インストラクターは、無料受講者用（本講座修了生枠

で受講でテキスト希望者）1 冊：500 円（税別）を購入し、アドバンス修了生へ 1500 円（税込・送料込み）で

インストラクターから無料受講者（本講座修了生）へ販売してください。 

 

 

初級講座サポートパック購入ページ ： http://manayui.com/guideline/text1/	  
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⑶テキスト料金のお支払い 
購入されたテキストの郵送とともに、ご請求書を発行いたしますので、ご請求書に記載されている期限内に、お振込

みをおねがいします。 
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Ⅳ 講座修了後にやること 
 
⑴修了証の発行 
①	 取り寄せた修了証を元に、修了証を作成してください。 

②	 講座終了後に修了証を受講生へお渡しする 

 

 

⑵受講者リストの作成 
「お申し込み受付シート」を元に、「受講生リスト」を作成し、まなゆい本部まで提出ください。 

 

 

 
〔提出方法〕 

info@manayui.com に送りください。 

 

〔提出期限〕 

ベーシックコース終了後１週間以内 

  

＊「受講生リスト」のフォーマットはこちらをご利用ください 
https://drive.google.com/file/d/1tBY29_cq2rTKs_EE0I8QkJ_oVAw6KApj/view?usp=sharing 

こちらから自身のパソコンにダウンロードし、「受講者リスト」を作成し本部（info@manayui.com）へ提出

してください。 
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Ⅳ オンラインでの実施に関して 
 
⓪オンラインベーシックコース開講条件 

・・事前オンライン実施（半日 2Hでよい）を行うこと（事前実施に関しては下記⭐に詳細を書いてあります） 

 

①講座料金 

・・通常と同じ扱いになります 

 

②講座時間 

・・通常と同じ扱いになります 

 

③修了証 

・・通常と同じ扱いになります 

 

④講座内容 

・・通常と同じ内容になりますが、事前オンライン実施を行う中でオンラインならではの講座設計もふまえた上

で開講してください。 

 

------------------------------------------------------ 

 

⭐事前オンライン実施について 

必ず１回は事前実施（半日 2Hでよい）を行うこと 

事前実施はオンラインの環境になれるために設定しています。（zoom の操作・講座内容の設計など） 

 

時間・・半日（2H）～ 

料金・・自由に設定されてください 

内容・・①～③を踏まえた上で自由に設定されてください（①講義形式 ②セッション形式 ③体感ワーク形式） 

講座のタイトル・・自由に設定されてください。（オンラインということがわかるタイトルが望ましいかと思い

ます。） 

 

------------------------------------------------------ 
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FAQ 
 
⑴コーディネーターに関して 

まなゆいの世界観でいうコーディネーターさんは、共にまなゆいが広がっていく未来をつくる仲間であり、愛と信頼

と感謝と祝福の場を作るパートナーです。 

 

コーディネーター料に関しては、団体で指定しませんので、インストラクターとコーディネーターさんで講座企画前

に話し合い、お互いが心地よくできる範囲で仕事内容やコーディネーター料を決めてください。 

・下記に示されているコーディネーターのお仕事内容に関しては、団体での共通のルールではありません。あくまで

参考になればと思いまとめました。 

 

＊まなゆいコーディネーターについて http://manayui.com/coordinator/   

 

・団体としては、公式ホームページにて各インストラクターのアドバンスコース・ベーシックコースのコーディネー

ターの受付は行います。お申し込みがありましたら、お申し込みがあったインストラクターさんと、コーディネータ

ー希望者をおつなぎします。 

 

 

⑵まなゆいくらぶに関して 
 

まなゆいくらぶは、2020 年 4 月より、入会金年会費を無料化し、会員特典の割引チケットや、講座１割引の特典は

廃止します。 

 

2020 年 3 月 31 日までに新規入会された方→ １年間特典有効（お手持ちの割引チケットの有効期限まで） 

＊該当者はこちらで確認ください。 

 

2019 年 3 月 31 日時点で「更新」を迎える方 → 4/1 からは更新料無料・特典なし 

＊上記の表に名前がない方は、すでに更新をむかえているため、更新料無料・特典なし の対応となります。 


