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サービス業の未来を
         輝かせる

 　マナー指導だけでなく　　　　　　　　　
接客の現場に寄り添い　輝く未来をもたらす講師
それが JAMOI のマナーOJT インストラクター

　　　サービス業の未来を輝かせるを理念に活動する、
　　日本最大級のマナー講師の団体

一般社団法人 日本マナーOJT インストラクター協会〔JAMOI〕
　
　　　　　　　　JAMOI は、講師として活動するあなたと共に歩みます。



　　JAMOI の理念：サービス業の未来を輝かせる
JAMOI の行動指針：思いやりの心を行動であらわす



MOIマナーOJTインストラクターとは︖

　マナーOJT インストラクターMOI とは、
一般社団法人 日本マナー OJT インストラクター協会が認定
する講師資格です。
　全 5 日間 30 時間の養成講座を受講し筆記試験、実技試
験に合格した人だけが認定を受けられます。
　3 年以上の接客経験、　もしくは、接遇の経験がある方な
らどなたでも受講可能です。
　・接客経験を活かしマナー講師になりたい方
　・講師として自信をもって教えたい方、
　・社内研修を任された方、
そうした方々が、着実に成果を上げる指導をできるのを目
的に取得するプロのための講師資格です。

MOI 養成講座の特徴

少人数制
　1 クラス最大 10 名だから、実践演習もしっかり学べ、フィードバック
も一人ひとりに濃密に行っています。
　希望者には補講によるフォローアップもございます。※別途料金必要

少人数制で実践演習も豊富だからしっかり学べる
ステップアップする未来も描ける

実践演習豊富
　講師適性を洗い出すワークや、ロールプレイングや心を掴むワーク、
模擬登壇など実践演習が盛りだくさん。
　受講生へのフィードバックに有効な、フィードバックシートの取り扱
い、デリバリー能力向上を意識した伝え方も学べます。

上を目指せる
　JAMOI においてMOI は、ファーストステップです。
　企業研修講師としてより活躍したい方は、上の講座もご受講されてい
ます。



MOI 取得者 活躍の様⼦

　MOI 取得後の活躍の場は様々ございます。
　あなたの希望は？
　未来を思い描けば、あとはそこまでの道を進むだけ。
　MOI 養成講座を受講すれば、努力次第で、最短コー
スを歩めます。
　それぞれの道で活躍されている JAMOI 会員の活動例
を紹介します。

D、自宅でサロネーゼ（BtoC）C、社内研修講師

B、お仕事紹介案件A　個人営業（BtoB）
個人営業によりお仕事獲得

　定例研修 (1 日 6時間 ) を月 2本
　単発研修 (1 日 3時間 ) を月２、３本
　　　　研修単価は交渉次第

  　例えば…
◆美容サロンの接客研修
　OJT 指導　計 2時間　50,000 円
◆クリニック
　OJT 指導と座学 計 5時間 100,000 円
◆専門学校
　講師　1コマ　15,000 円　…など

  以上に加え、Bと Dの受託・開講も可
　

企業研修（例）
◆メイン登壇
　1時間 7,500 円の研修（6時間）を
　月 2本請け負ったら　　→90,000 円
　1時間 7,000 円の研修（1.5 時間）を
　月 8本請け負ったら　　→84,000 円

◆アシスタント登壇
　1時間 1,500 円の研修（6時間）を
　月 3本請け負ったら　　→27,000 円

◆その他、執筆活動やメディア出演等
　  　201,000 円の売り上げ！
　以上に加え、Aと Dでオントップ！

ソーシャルマナー認定講座開講
3 級　月 2回開講　1回 5名様集客
　受講料 1名様 3,000 円
　　　　　　　　　月 30,000 円
2 級　月 1回開講　3名様集客
　受講料 1名様 15,000 円
　JAMOI へのロイヤリティ 30%
　　　　　　　　　月 31,500 円

　　　月 61,500 円の売り上げ！

もちろん、Aも BもいつでもOK!
　

元々お勤めの企業からの収入に加え
A、BとDをお好きなときに受託・開講
※副業に関しては、お勤めの会社に確認ください。

資格取得後社内研修リーダーに出世

・プロ講師資格だから社内で信頼UP!
・社内研修で認定講座を開講

資格取得後社内研修講師として採用

JAMOI 関連会社の株式会社トゥルース
からの人材紹介もあります。



MOI東京・大阪・福岡・名古屋で開講

マナーOJTインストラクター養成講座

受講時間

講座内容

受講料

講座開催地

受講資格 接客業、サービス業に 3年以上従事されたことのある方
コールセンター、オペレーター等も含みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細はお問い合わせください。

1日 6時間　全 5日程 30 時間　10 時から 17 時（昼休憩 1時間）
実技試験　模擬登壇 (45 分 )

１、OJT と Off-JT の違いと有効活用
２、OJT スキル教授法
３、ビジネスマナー基礎
４、MOI としての活躍の場を広げる
５、実践、模擬登壇、効果的なフィードバック方法など
　　詳細は、別添資料『カリキュラム』をご覧ください。

東京、大阪、福岡、名古屋

180,000 円　　認定証発行手数料は別途必要となります。

WEBWEB で学んだあとに
東京・大阪・福岡・名古屋などお好きな地域で総仕上げ

マナーOJTインストラクター養成講座 WEB講座

受講時間

講座内容

受講料

講座開催地

受講資格 接客業、サービス業に 3年以上従事されたことのある方
コールセンター、オペレーター等も含みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細はお問い合わせください。

WEB 視聴 12 時間
通学 2日各 6時間　全 24 時間
実技試験　模擬登壇 (45 分 )

MOI 養成講座と同じ。
　　詳細は、別添資料『カリキュラム』をご覧ください。

東京、大阪、福岡、名古屋 (各地のMOI 養成講座 4、5日目にて受講 )

135,000 円　　認定証発行手数料は別途必要となります。



受講された⽅の声

MOI を受講される⽅はどんな⽅︖
直近一年間について

◆接客業
ホテル受付　レストランウェイトレス
エステティシャン　バスガイド　看護師
介護福祉士　アパレル販売員
ブライダルプランナー　客室乗務員
テレフォンオペレーター
◆事務職
社長秘書　専門学校講師　医療事務員
一般事務員
◆その他
司会　フリーアナウンサー　幼稚園教諭等

経験職種等
女性 157人 男性 3人

受講生の性別

20代 8%

30代 40%
40代 40%

50代 12%

年齢比

講師経験
有り 2割
無し 8割



企業研修講師ストレートコース
企業研修講師としてロケットスタートをきるなら！

　マナーOJTインストラクタ－養成講座と、その１ランク上のシニアマナーOJTインストラクター
昇格講座をまとめて申し込むことでお得に受講できるコースです。
　企業研修講師として活躍したい。営業から、ヒアリング、研修テキスト作成と講師登壇にフィー
ドバックと、自立した講師になりたいとお考えの方に、おススメのセット価格です。
　JAMOI に所属すれば、お仕事紹介と企業研修講師のレクチャーも受けられる上に、実際の現場
にオブザーブ（見学）として参加できる機会もあります。他にない、こうしたサポートをご希望
の方は、ぜひストレートコースをご選びください。
※SMOI 昇格講座の受講は、MOI 合格後になります。
※SMOI への昇格には、活動ポイントが必要です。

SMOI
受講時間

講座内容

受講料

講座開催地

受講資格 マナーOJT インストラクター資格取得済みであること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細はお問い合わせください。

通学 2日各 6時間　全 24 時間
実技試験　研修の冒頭 30 分間を模擬登壇

・リーダーシップのあり方
・一致団結する組織作り
・営業力
・ロールプレイング（復習）
・マーケティング
・計数管理の考え方
・研修登壇
・基本的なビジネス文書、メールの書き方　等

東京、大阪

60,000 円　　認定証発行手数料は別途必要となります。

MOI からさらに活躍！　お仕事紹介案件でメイン登壇したいなら
シニアマナー OJT インストラクター昇格講座

MOI 養成講座 SMOI 昇格講座

企業研修講師ストレートコース
￥220,000

MOI 養成講座
￥180,000

SMOI 昇格講座
￥60,000

      

+



SMOIシニアマナー OJT インストラクターへの道のり
　企業研修講師として、お仕事紹介によってメイン登壇するためには、
MOI 取得後に SMOI 資格の取得が必あ要です。
　MOI をファーストステップに、SMOI では、法人営業、ヒアリング、
テキスト作成から、講師としてリピート獲得を目指す方のための資格です。
　講師業で着実に成果を上げたいのなら、SMOI 資格は、必須です。

　JAMOIに入会
　インバウンドコーチ®やキッズマナーイン
ストラクター資格等でもJAMOIに入会するこ
とは可能ですが、SMOI昇格講座の受講資格
には、MOI資格の保持が必須となります。
　入会金、年会費、提出の必要な書類につい
ては本冊子の『協会概要』のページをご覧く
ださい。

JAMOI入会手続き　

　マナーOJTインストラクター養成講座を受講！
登壇とフィードバックについて学んでください！

MOI養成講座受講
MOI

　直近一年間に貯めた活動ポイント15ポイント
が必要となります。
　活動ポイントは、以下の活動で取得すること
が出来ます。

　ソーシャルマナー認定講座開講　１~2点
　勉強会参加　1点
　お仕事紹介案件受託　1点
　　※業務形態と時間による

　外部研修登壇　1講座1点　など

活動ポイントを貯める Pt

　SMOI昇格講座の受講が必要
　MOIとしての活動ポイントを貯め
るのと同時並行でも受講可能

SMOI昇格講座受講SMOI

　SMOI認定と
活動ポイント15ptの内訳をJAMOI
事務局に申請する必要があります。
　ポイント管理は、ご自身で行って
いただきます。

JAMOIに申請 申

　ここまで来れば晴れて
SMOIとして活動開始です！
　ちなみに、JAMOIでは、
SMOI保持者のことをシニアと
呼びます。
　シニアとしてどんどん活躍
しましょう！

SMOIでの活動開始！✌

合格

入会

活動

合格

受理

昇格！　　　　

企業研修講師への道

研修講師としてキャリアアップ



JAMOI 協会概要

豊富なサポート体制

勉強会
偶数月に東京・大阪で開催
動画配信もあり

HP でブランディング
JAMOI ホームページ上で
あなたのプロフィールと
開講告知を公開

認定講座開講権
認定講座だから受講生に
JAMOI 認定証を送付

本部講師制度
テキスト作成チェックから
活動に関する相談まで
親身にお応え

オブザーブ
アシスタント制度
実践演習の場が豊富なのは
JAMOI だけアシスタント
なら収入も有り



よくある質問

受講料⼀覧

その他費用 (税抜き価格 )

各種特典を利用されるには JAMOI への入会が必須となります。

SMOI MOI

￥180,000 ￥135,000￥60,000

￥220,000

取得可能資格

講座名

正規料金

企業研修講師
ストレートコース

シニアマナーOJT
インストラクター
昇格講座

マナーOJT
インストラクター
養成講座

マナーOJT
インストラクター
養成講座 WEB 講座

非課税

認定証発行料
入会金

最初の一回のみ

年会費

￥4,500

￥10,000

￥24,000 ￥12,000

A、はい、ございます。
JAMOI の各講師資格には、JAMOI 認定の講座を開講する権利があります。
また、資格に応じてお仕事紹介もございます。
最初はオブザーブ（見学）やアシスタントとして参加し、自信がついて来れば SMOI に昇格し、
メイン登壇をして活躍されている方が大勢いらっしゃいます。

Q、JAMOI 会員になってお仕事はありますか？

A、活動ポイント 15pt と SMOI 昇格講座の合格です。
SMOI 昇格講座の受講にはMOI 資格の取得が必須です。
また、活動ポイントを貯めるには、JAMOI 会員である必要がございます。
活動ポイントは直近一年間での合計ですので、会期の途中でも昇格が可能です。

Q、SMOI への昇格条件は？

A、いいえ、特にありません。
推奨年齢は、26 歳から 59 歳くらいまでです。MOI は、現場にて実践指導
を行うため体力が必要です。そのため 50 代までを推奨しています。また、
3年以上のサービス関係のお仕事を経験された方を対象としています。

Q、年齢制限はありますか？



一般社団法人日本マナーOJT インストラクター協会 JAMOI
◆東京オフィス
〒107-0062
東京都港区南青山 3-8-6 ル・シェール青山 3F
◆大阪オフィス
〒541-0053
大阪市中央区本町 4-5-18 本町 YS ビル 7F

☎ 0120-987-287　HP：https://jamoi.jp/

※データはすべて 2019 年 10 月現在のもので、価格は特記事項が無い限り全て消費税抜き・本体価格です。


