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法人会員制度

ICA 法人会員制度

ICA では、各企業様との関係をより密接に、また相互に協力・情報交換などを行いながら、多方面に
向けてのクレイセラピーの普及と啓蒙活動を続けて参りたいと考え、法人会員制度、および法人加盟
校制度のご提案をさせていただいています。

■ 法人会員登録条件

・ICA の主旨に賛同する、美と癒しに関わる事業、企業、団体の方。

・法人登記を済ませている方。（資本金、従業員数、会社の種類は問いません。）

■ 法人会員登録費用

・登録料 55,000 円（税込）　※初年度のみ

・年会費 52,800 円（税込）　※１ヶ月 4,400 円 初年度の会費は月割換算となります。

■ 法人加盟校登録の条件

・ICA 法人会員として登録する団体が運営する学校で、スクールを運営する法人様と取り交わします。

■ 法人加盟校登録費用（指導用教材、講座運営・指導マニュアル含む）

・110,000 円（税込）

※登録時 1 回のみ、スクール 1 校・1 所在地につき 1 件のお支払いです。

※加盟校としての年会費は必要ありません。

■ ICA 法人会員制度の登録について

・法人登録を希望される事業、企業、団体の方は、お電話かメールにて登録申請のご希望がある旨をお伝え

ください。担当スタッフより登録申請に向けてのガイドをさせていただきます。

【お問い合わせ・お申込み】

〒 171-0022 東京都豊島区南池袋 1-25-9 今井ビル 5F

ICA 国際クレイセラピー協会 東京オフィス「法人会員係」

E-mail：kamei@claytherapy.jp   FD：0120-327-900

Tel：03-5950-0760   Fax：03-5950-0761
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ICA 会員規約について

国際クレイセラピー協会（以下 ICA）に入会するためには、ICA 認定ライセンスを取得し、登録する必
要があります。認定試験に合格するだけでは、資格者としての認定はされません。指定期日までに資
格の登録手続きをお済ませください。

■ ICA 会員とは

・ クレイセラピスト認定試験に合格し、ICA にラインセンス登録を行なった方を指します。ICA に登録され

た方は、ICA 会員として定められたサービス、情報提供を受けることができます。

■ ライセンス登録について

・〈ライセンス登録〉は、ライセンスの種類によってその流れと登録料が異なります。

詳細については、認定ライセンスについての項目をご確認ください。（15p ～）

■ 年会費：13,200 円（税込）　

・ ICA 年会費の上級ライセンス取得による重複はありません。

※ ICA 加盟校のみ加盟校年会費（16,500 円（税込））が別途かかります。

・ ICA 年会費 13,200 円（税込）の納入は指定いただいた金融機関の口座より自動振替となります。

・ 振替日はクレイセラピスト認定試験の受験月によって年 1 回、2 月 6 日、6 月 6 日、10 月 6 日のいずれ

かに設定されます。

■ 会員更新について

・ 会員登録後は、2 年目より自動更新となり、ご指定いただいた金融機関より自動振替となります。

■ 資格の失効について

・ 退会をされた場合、ICA 認定資格は全て失効します。また復会される際には、再受験、再登録が必要とな

ります。

■ 準会員制度について

・ ICA 準会員は、ICA クレイセラピー検定試験合格者、並びに ICA が指定する各種ライセンス、ディプロマ、

サーティフィケートをお持ちの方であれば任意登録が可能です。

■ 取引先銀行　[ 銀行支店名 ]　楽天銀行　第二営業支店

　 　　　　　　[ 種類 ]　普通

　 　　　　　　[ 口座名 ]　ブラスアンドカンパニー株式会社 国際クレイセラピー協会

　 　　　　　　[ 口座番号 ]　7791823
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ICA 会員特典とサービス

ICA 会員はその特典として、ICA が定めるところの各種サービス、情報提供を受けることができます。
※各種、取得ライセンスにより受けられるサービスが異なる場合があります。

■ ICA 会員特典とサービス

・ 各種認定証、および会員手帳の交付

・ 会員専用 Q&A 用紙の配付

・ ICA 会報誌 Earth による最新情報を入手

・ ICA セミナー、講習会の会員割引価格での受講

・ 提携団体セミナー、講習会の参加が割引にて受講

・ ICA 会報誌／ SNS の活用～会員からの情報発信と広報活動支援

・ ICA ロゴ、各種バナーの使用

・ クレイ製品、サロン用品、書籍などの会員価格での購入

・ 販促ツール、クレイ関連資材の購入

・ 各種加盟・登録制度、ならびに講師登録制度の利用と活用

・ 各種イベント、ツアーなど会員割引

・ 各種提携サイトの利用と掲載

・ 各種ライセンスの活用相談・指導

・ ほか

ICA 国際クレイセラピー協会

〒 171-0022 東京都豊島区南池袋 1-25-9 今井ビル 5F

TEL：03-5950-0760　FAX：03-5950-0761　E-Mail：info@claytherapy.jp

全国共通フリーダイヤル：0120-327-900
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ICA オフィシャルサイトと SNS

・ICA オフィシャルサイト　https://claytherapy.jp
・Online Shop クレイ Shopping　https://clay-shop.jp
・STORES　https://clay-stores.com/
・Official Blog　https://claytherapy.jp/category/blog

・Facebook　https://www.facebook.com/claylife
・Instagram　https://instagram.com/healingclay/
・Twitter　@Claytherapy_ICA
・Tumblr　http://healingclay.tumblr.com/
・Pinterest　https://www.pinterest.com/healingclay/

LINE YouTube vimeo
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立花杏衣加 / Aika Tachibana

横山千紗 / Chisa Yokoyama

杉本かおる / Kaoru Sugimoto

理事　Matthew Mason / マシューメイソン

理事　松本淑子 / Toshiko Matsumoto

協会理事 外部講師

ICA は（一社）日本粘土学会／ The Clay Society of Japan の賛助会員です。



info@claytherapy.jp
pr@claytherapy.jp
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ICA Official Site 
Clay Shopping 
STORES

facebook
Instagram
Twitter
Tumblr　
Pinterest

https://claytherapy.jp
https://clay-shop.jp
https://clay-stores.com/

https://www.facebook.com/claylife
instagram.com/healingclay
@Claytherapy_ICA
https://healingclay.tumblr.com/
www.pinterest.com/healingclay

Information
Press
Affiliate
License
Seminar

〒 171-0022  東京都豊島区南池袋 1-25-9  今井ビル 5F
Tel: +81(3) 5950 0760  Fax: +81(3) 5950 0761
Free-call 0120-327-900

本誌掲載の記事、写真の無断複写、転載を禁じます。Ⓒ ICA All Right Reserved. 

〒 060-0051  北海道札幌市中央区南 1 条東 2 丁目
大通バスセンタービル 2 号館 3F
Free-call 0120-300-543

ARTPRESS

ICA は自然環境と調和し持続可能な世界の実現に向けて
SDGs の活動に取り組んでいます。
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