
The Elegance Academy 
学院規則 

美しい品性ある振る舞いで 

美しいアカデミー作りのためのガイダンス 

　この規則は、The Elegance Academyにおける受講会員の規則について定めるも
のとします。受講会員は、本規則と学院規約に従い本アカデミーに所属ができ
ます。 

　規則の目的は、本アカデミーの受講生が、自身の立ち位置と振る舞い方法の
ガイダンスを明確にする事で、過ちを犯さず、また、それにより風紀を整え、
本アカデミー生全員が、安心して気持ちよく、受講をできるように定められて
います。 

　受講生全員とご自身を守るための、大切な規則であることを認識し、必ずお
読みください。本アカデミー都合での規則や規約では一切ございません。規約
とは、本アカデミーの都合の良い様に作られた一方的な決まりではありませ
ん。 

　あくまでも、本アカデミーの受講生が、安心して過ごせるように設置されて
いる「約束事」です。規約や規則の本質を、ご理解をお願いいたします。 

The Elegance Academy 学院長　村田セシリア真理 
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1　本アカデミーの運営目的と立ち位置 

国際教養やマナー、プロトコールを指導する専門校、ICPA国際教養プロトコー
ル学院の附属文化アカデミーとして位置します。ICPAの学習の他、楽しみなが
ら学び、振る舞いを高める、エレガントな学びの場として存在します。その
為、ICPAの学院風潮が常に伴います。ICPA Social Clubの会員として、受講生に
は、本アカデミーの品性を守っていただきます。 

2　受講生の品位 

 生徒としての立場をわきまえ，品位ある行動を心がけてください。自身が本ア
カデミーアカデミーのモデルとなる事を意識し、ICPAの会員として、自覚をし
て行動してください。それは、受講の際の服装、言動、行動、マナーなどが当
てはまります。 

3　受講生の立場 

ICPAグループのICPA受講生の次にランク付けされます。常に、ICPAの受講生が
優先され、物事が決められます。その後に、ICPA Social Clubの会員の順位とな
ります。尚、この順位は、年齢、所属年数は一切伴いません。 

4　順位 

本アカデミー内では、クラス級に伴い、順位が変わります。 

入門、初級、初中級、中級、初上級、上級　以後OB 

尚、本アカデミーの順位よりも、ICPAの順位が優先されます。 

例）ICPA初級修了者20歳　＞　本アカデミー上級者50歳 

この順位は、将来、変わることもあります。 

5　絶対的な義務と禁止事項 

以下を守れない方は、即退会となります。最悪のケースは、出入り禁止と、ア
カデミー内で名指しで詳細が報告されます。アカデミーの品質を守る為に、受
講生にも無理のない適切な内容です。しっかりと守りましょう。 

•　最新の規約を読むこと 

運営企業：ICPA国際プロトコール株式会社　WWW.ICPA-IN.COM



•　疑問点は質問すること 

•　規約上の禁止事項を厳守すること　違反者は罰則ありの規約違反とな
ります 

•　相談なしで勝手に判断しないこと 

•　登録講師と直接の連絡を取らないこと 

•　登録講師と直接取引は絶対禁止　重大な規約違反となります 

•　レッスン会場で出会った講師との直接連絡、取引も上記同様です 

6　注意事項 

上記の禁止事項がなぜ存在するか、しっかりとした背景がありますので、以下
の注意事項を注意深く熟即してください。 

　社交ダンスの業界においては、様々な非常識な事が起こります。 

　まず、社交ダンス業界が風俗法から外れたのは、2018年、最近の事です。社
会上では、風俗業とされており、教室としての運営の条件は、非常に厳しく、
学校などからは離れる距離が決められていたり、商業ビルの2階以上とされてい
たり。「風俗」＝「水商売」のくくりです。 

この事実に業界は対抗し、様々な手段を取りましたが、認められるに至りませ
んでした。実際、銀座の有名講師は、生徒との不倫関係でスキャンダルになっ
たり、次から次へと手を出すような行為で問題になるケースも多くありまし
た。 

純粋にダンスを愛して踊っているプロには、被害も大きく、けれども、学歴も
職歴もない社会性のない業界のプロダンサーには、なす術もありませんでし
た。 

　ところが、近年、その流れが変わっていきました。テレビでも社交ダンスを
紹介されるようになり、芸能人のバラエティではそのイメージを一気に変えま
した。「社交ダンスはスポーツである」こんな認識がされ、風俗的イメージは
減少しています。 

けれども今度は、この「スポーツ的イメージ」が、安っぽいサークルや、社会
人の学生乗り、お笑いに利用されるようになり、本来持つ、「エレガンス」か
らは、真逆の世界観へと突入しました。競技選手のプロのダンサーにしたら、
ありがたい話ですが、エレガンスから遠くはなれば、言わば、下品な文化は残
念なものです。 
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　日本に伝わる西洋のものは、とことん汚されていきます。競馬、ワイン、カ
ジノも含め、全てにおいてです。 

それは何故かと言うと、日本人が西洋文化を全く理解していない内に、見た目
だけを真似して取り入れているからです。 

　社交ダンスにおいては、日本社会がまだ成熟していない内に伝えられた、男
女が踊るというスタイルのダンスであり、ロマンチックなダンスでもある事、
美しさを競うダンスである事、感性が主に主体となる事など、日本社会には反
した文化を、日本人が誤解をして理解する事で起こることが沢山あります。ま
た、業界のプロフェッショナルは、ダンスはプロフェッショナルでも、精神
的、社会性、人間性の成熟をする機会に恵まれず、その為、非常識が常識とし
て捉えられ、何かあっても、外部が助けに入ることもありません。色恋沙汰に
止まらず、ひどい時には、暴力、金銭がらみに発展し、重大な訴訟問題や、人
の人生そのものが狂うほどの事が起こります。男性ダンサーが、女性のパート
ナーを殴る蹴るは、現在でも発生している事件ですが、それにより警察に駆け
込む人すら、誰一人いないのです。訴訟を起こす様な勇気がある人やそもそも
支払える人も居ませんでしたから。私も、一時期途方に暮れました。 

　美しくエレガントなダンスとは裏腹に、様々な欲望の渦に、この様な、恐ろ
しい一面がある、という事を皆さんは理解しなくてはなりません。 

自分自身もまた、ダンスを踊ると気持ちが良いので、理性を失い、非常識な事
を起こすかもしれない、という事を常に意識していなければ、間違いを犯しま
す。 

　以下注意事項を述べます。 

•　まず、これらをしっかり理解できない人は、本アカデミーには見合い
ません。常識的なことばかりです。当アカデミーは人が良い悪いなどは
関係なく、しっかりと頭を使って考える人のみに指導しています。良い
人なら犯罪を犯して良いものではなく、詐欺師はみんな「良い人」「そ
んなことするような人ではない」人に見えますので。 

•　レッスン会場で、別の講師と踊る機会もあります。これらの講師は外
部の講師ですが、この会場で出会った以上、アカデミー規則と同様、無
断でのやりとりや直接取引はできません。講師は、ダンスパーティなど
のダンスパーティでの引き抜きを、「ネギが鴨を背負ってきた」と言う
意識で参加している事も多いです。　 

•　他の団体のパーティやイベントへ参加をすると、講師の勧誘に合いま
す。気持ちの良い事、正当化、あたかも「大丈夫」かの様に色々とひっ
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そりと何の違和感もなく誘惑します。絶対に、信頼しないでください。
その様な事があれば、その場では何もせず、アカデミー学院長へすぐに
連絡をしてください。適当に流す事ができない場合、物理的に離れてく
ださい。 

•　気安く連絡先の交換をしない方が良いです。連絡先を交換した時点
で、自分は相手に心を許したと、示した事になります。 

•　そこに集まる人達は、明るく、良い人もいる事でしょう。けれども、
どこかしら常識から外れている事に気づいてください。中には常識的な
人もいるでしょうけれど、常に、その裏には、非常識な先生がいるかも
しれない危険を意識してください。 

•　上記の様な事がある為、イベント参加時には、学院長に報告してくだ
さい。特に、本当に危険がない限り、引き止めることはありませんし、
行動を制限する事は、本アカデミーの本望ではありません。しかし、安
全を期しています。 

•　素人の見た目では、危険を察知する事はできません。自分の感覚を頼
りにしないで、しっかりと事実情報を理解し、誤った判断をしないよう
に心がけてください。 

•　男性は、女性のプロフェッショナルダンサーをまるで安いホステス、
もっと悪い時には、風俗的な女性の様に扱う人もいます。実際、ダンス
相手のパーティ同伴などの仕事もありますが、これはあくまでもダンス
のための同伴です。ヨーロッパでも同様に同伴サービスがあります。何
処かでこのサービスを扱う場合、絶対に紳士の行動を心がけてくださ
い。 

•　男性は、パーティで女性を誘う時、勿論、ある程度踊れてからにはな
りますが、女性に向かって、「どうして踊れないんだ」「ここはこうし
てああして」などと文句を言ったり、教えたりしてはいけません。今日
初めての女性をリードできてこそ、紳士です。 

•　男性に対しても、プロの講師から勧誘を受ける事があります。女性同
様、細心の注意をしてください。その様な事があれば、報告してくださ
い。 

•　この業界には、常に何があるかわからない、危険と向かい合わせ、と
言う事を充分に承知してください。 
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　本アカデミーは、受講生の皆様を全力でお守りする体制と整えています。
厳格な契約体制と、顧問弁護士は、会社全体の事業についています。ここに
いれば、絶対安全は言い切れない事は、どこも同じですが、安心で、上品
な空間づくりのためには、大切な生徒をやめさせる事すらあります。これだ
けの事をしているスクールは他にはないでしょうから、その点、皆様には安
心してご利用いただけるのではないかと考えております。 

7　ICPA Social Clubへの入会 

本アカデミーの生徒は、ICPA Social Clubの会員となる事が義務つけられます。
初期費用に1年目の年会費は含まれ、その後、年会費となります。ICPA Social 

Clubでは、ICPAの生徒が中心となる、社交倶楽部ですが、本アカデミーの生徒
は、サポート会員となり、ICPA生徒の主催を手伝う事ができます。品性あるコ
ミュニティを構築し、成長させるためのイベントへの積極的な参加や取り組み
が好まれます。 

8　マナー・一般常識 

一般常識や社会人としてのマナーを守る事 

以前、「仕事してるのだからプライベートでルールやマナーなんて聞きたくな
いのよ」と言う人がいました。人と関わる以上は、マナーは意識するものだと
言うことくらい理解できない人は、本アカデミーには所属できません。 

また、一般常識とは、誰もが当たり前に理解している事であるにも関わらず、
それを「自分の常識とは違う」と身勝手な行動をする人も、本アカデミーに所
属する事はできません。最低限のマナーとは、以下になります。 

•　挨拶をする 

•　服装、見た目に気をつける 

•　言動は考えてから行う 

•　御礼、謝罪をする 

•　ルールを守る 

•　他人に迷惑をかけない 

•　他人が嫌だと言うことを押し付けない 

•　TPOに合わせた振る舞いをする 
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本アカデミーには、事細かなガイダンスとして、マナー、常識、規則、規約が
わざわざ存在します。これらの存在は有り難いものです。しっかりと理解し、
理解できなければ質問をし、疑問がない状態で、所属してください。その為
に、相談窓口があります。受講生を縛るのではなく、本来の意味で自由にする
為に、これらが存在するのです。 

本能、感情、理性の３つの脳の働きを意識し、自分が感じている事を論理的に
言語化できれば、この様な問題に巻き込まれず、幸せなダンスライフを送る事
ができるでしょう。 

一緒に、美しい社交ダンスをエレガントで上品で心身美しいものとして守って
いきましょう。 
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The Elegance Academy 

Student Policy and Rules 

With beautiful and dignified behaviour 
Guidance on creating beautiful academy 

These rules set out the rules for attending members at The Elegance Academy. Student 
members are affiliated to the Academy in accordance with these rules and the 
Academy's regulations. 

The purpose of the rules is to provide clear guidance to the Academy's students on 
where they stand and how they should behave, so that they do not make mistakes, and 
thereby improve morale and make all Academy students feel comfortable and at ease. 

Please read these rules carefully and be aware that they are important for the protection 
of all students and yourself. These rules and regulations are not at all at the Academy's 
convenience. The rules and regulations are not one-sided rules made for the Academy's 
convenience. 

Please make sure you understand the nature of the rules and regulations. 

The Elegance Academy Dean  

Mari Murata Cecilia 
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1 The Academy's operational objectives and position 

Located as a cultural academy affiliated to the ICPA International Cross-Culture and 
Protocol Academy of Japan, a specialised school for teaching international education, 
manners and protocol, it exists as a place of elegant learning where, in addition to ICPA 
studies, one can have fun, learn and enhance one's behaviour. As a member of the ICPA 
Social Club, the students are expected to uphold the integrity of the Academy. 

2 Dignity of the student 

 Be aware of your position as a student and behave in a dignified manner. Be aware that 
you are a model of our Academy and act with awareness as a member of ICPA. This 
applies to your dress, speech, behaviour and mannerisms when attending the course. 

3 Student's position 

They are ranked after ICPA students in the ICPA group. Priority is always given to ICPA 
students to decide any matters. After that comes the rank of ICPA Social Club members. 
This ranking is not based on age or years of membership. 

4 Rank 

Within this academy, rankings change with class level. 

Introductory, elementary, elementary-intermediate, intermediate, elementary-
advanced, advanced, advanced, thereafter OB 

The ICPA ranking takes precedence over the Academy's ranking. 

Example: 20 years old for those who have completed the elementary level of ICPA > 50 
years old for those who have completed the advanced level of this academy. 

This ranking may change in the future. 

5 Absolute obligations and prohibitions 

Those who fail to comply with the following will be immediately expelled from 
membership. In the worst case scenario, you will be banned and your details will be 
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reported by name within the academy. This is appropriate to protect the quality of the 
academy and is not unreasonable for the students. Make sure you adhere to it. 

• 　Read the latest terms of reference. 

• 　Ask questions if you have any doubts. 

• 　Strictly adhere to the prohibitions in the terms and conditions Violators are 
in breach of the terms and conditions with penalties. 

• 　Do not make decisions on your own without consultation. 

• 　No direct contact with registered teachers. 

• 　Absolutely no direct dealings with registered tutors is permitted. It is a 
serious breach of the terms and conditions. 

• 　The same applies to direct contact and dealings with tutors met at the lesson 
venue as above. 

6 Notes 

There is a solid background as to why the above prohibitions exist, so please carefully peruse 
the following notes.All sorts of insane things happen in the ballroom dance industry. 

First, the ballroom dance industry was recently removed from the Entertainment and 
Amusement Trades Control Law, 2018. In society, it is considered 
the entertainment and amusement trades - sex industry, and the conditions for operating as a 
class are very strict: the distance away from schools, etc. is set, and it is required to be on the 
second floor or above of a commercial building.  

The industry has countered this fact and taken various measures, but they have failed to gain 
recognition. Professionals who danced purely for the love of dance suffered greatly, while 
professional dancers in the industry with no academic or professional background and no social 
skills were left at their mercy. 

In recent years, however, this has changed. Ballroom dancing is now being presented on 
television, and the variety of celebrities has changed the image of the sport in a big way. 
Ballroom dancing is now perceived as a sport, and its image as a form of entertainment has been 
reduced. 

However, this 'sporting image' has now been used for cheap clubs, student rides and comedy, 
and has plunged into a worldview that is the exact opposite of its original 'elegance'. This is 
great for professional competitive dancers, but it is a pity that the culture has become so far 
removed from elegance and, let's say, vulgarity. 
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Unfortunately, It is true that western objects transmitted to Japan are tarnished to no end. This 
includes horse racing, wine, casinos and everything else. 

In ballroom dancing, the Japanese misunderstand and misinterpret a culture that is contrary to 
Japanese society, such as the fact that it is a style of dance for men and women that was 
introduced before Japanese society had matured, that it is also a romantic dance, that it is a 
dance of beauty competition, and that it is mainly based on the senses. There are many things 
that can happen. In addition, professionals in the industry, although professional in dance, have 
not had the opportunity to mature spiritually, socially and humanly, so insanity is seen as 
common sense, and outside help is not offered in case of problems. It doesn't stop at love 
affairs, but in the worst case scenario, it can escalate into violence, money matters, serious legal 
issues and even the loss of a person's life itself. Male dancers punching and kicking their 
female partners is an incident that still occurs today, but no one even goes to the police because 
of it. No one had the courage to file a lawsuit or to pay for it in the first place.  

You have to understand that, despite the beauty and elegance of dance, there is a terrible side 
to this whirlpool of desire.You yourself also make mistakes if you are not constantly aware that 
dancing makes you feel so good that you might lose your reason and cause something insane to 
happen. 

　The following notes are provided. 

• 　Firstly, if you do not have a good understanding of these, you are not a good 
fit for this academy. It is all about common sense. Our academy is not 
concerned with whether people are good or bad, we only teach people who 
think with a clear head.　 

• 　You will also have the opportunity to dance with another instructor at the 
lesson venue. These instructors are outside instructors, but once you have met 
them at this venue, as with the Academy rules, you cannot have any 
unauthorised interactions or direct dealings with them. Instructors often attend 
dance parties and other dance parties with the mindset that the leek has been 
ducked. 

• 　If you attend parties and events of other organisations, you will be solicited 
by lecturers. They tempt you with all sorts of pleasant things, justifications and 
as if it's 'okay', quietly and without any discomfort. Never, ever trust them. If 
this happens, do nothing on the spot and contact the Academy Dean 
immediately. If you cannot let it slide appropriately, physically leave the area. 

• 　You should not feel comfortable exchanging contact details. When you 
exchange contact details, you have shown that you are open to the other person. 
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• 　The people who gather there will be cheerful and some will be nice. But be 
aware that there is something out of the ordinary about them. Some of them may 
be sensible, but always be aware of the danger that there may be an insane 
teacher behind the scenes. 

• 　Because of the above, please report to the Director when attending an event. 
In particular, we will not hold you back unless there is real danger and it is not 
the Academy's intention to restrict your behaviour. However, we are committed 
to your safety. 

• 　The appearance of a layperson cannot detect danger. Do not rely on your 
own senses, but make sure you understand the factual information and try not 
to make a wrong decision. 

• 　Some men treat female professional dancers as if they were cheap hostesses 
or, worse still, prostitutes. In fact, there are jobs such as accompanying dance 
partners to parties, but this is only for dancing. There are similar 
accompaniment services in Europe. If you deal with this service anywhere, you 
should definitely try to behave like a gentleman. 

• 　When a man invites a woman to a party, he must, of course, be able to dance 
to some extent, but he must not complain or tell her why she can't dance, or 
how to do it this way and that. A gentleman is only a gentleman if he can lead a 
lady who is new to the party today. 

• 　Men may also be solicited by professional instructors. As with women, please 
exercise extreme caution. Please report any such incidents. 

• 　Please be fully aware that in this industry, you never know what is out there, 
and that you are always facing dangers. 

　 

The Academy is structured and prepared to protect its students at all costs. Strict 
contractual arrangements and legal advisers are attached to the entire company's 
operations. It is the same everywhere that you can never be absolutely safe here, but 
in order to create a safe and classy space, we even have to stop our valued students. 
We believe that no other school does this as well as we do, and in this respect, we 
believe that you can rest assured that you are in good hands. 
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7 Joining the ICPA Social Club 

Membership of the ICPA Social Club is compulsory for all students at the Academy. The 
ICPA Social Club is a social club, mainly for ICPA students, but students from the 
Academy can become supporting members and help organise the ICPA students. Active 
participation and commitment to events to build and grow a dignified community is 
preferred. 

8 Manners and general knowledge 

General common sense and good social manners. 

Someone once told us, "I don't want to hear about rules and manners in my private life 
because I'm working". If you can't at least understand that as long as you are 
interacting with people, you have to be aware of manners, you can't belong to this 
academy. 

In addition, people who act selfishly and say that common sense is something that 
everyone understands as a matter of course, but it is not the same as their own common 
sense, are also not allowed to belong to this academy. The minimum manners are as 
follows. 

• 　Greetings. 

• 　Dress and appearance. 

• 　Think before you say or do. 

• 　Thanking and apologising. 

• 　abide by the rules 

• 　not cause problems for others 

• 　Not forcing others to do things they don't want to do 

• 　Behave in accordance with TPOs. 

The Academy has gone to great lengths to provide detailed guidance on etiquette, 
common sense, rules and regulations. We are grateful for these. Make sure you 
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understand them, ask questions if you don't understand them, and belong to the 
academy with no doubts. That is why we have a consultation service. They exist not to 
bind the students, but to free them in the true sense of the word. 

If you are aware of the three functions of the brain - instinct, emotion and reason - and 
can logically verbalise what you are feeling, you will not be involved in such problems 
and will have a happy dance life. 

Together, we can protect the beautiful ballroom dance as something elegant, classy and 
beautiful of body and soul. 
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