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MEDICAL BEAUTY

Biken加盟店

私たちは
最高の笑顔 最高の技術 最高のおもてなし を
日々感謝の気持ちを忘れず
一人一人のお客様のニーズに合わせて
最高のパートナーであり続けます。

安心のFollow-up体制

株式会社Fairy
Medical Beauty Biken本店を
渋谷区代々木にて運営。
独自のスキームを取り入れた
ハイレベルな施術に多くのファンを持つ
エステサロン
加盟店フォローでの役割
サロン運営情報提供
講師フォロー

一般社団法人国際ボディジュエリー協会
ボディジュエリー協会において世界のベス
トオブベストを決める世界最高峰の協会と
して活動を展開。
活動は国内にとどまらず、グローバルに展
開していく事により、技術者の活動の場を
広げて

30年美容経験を生かし、皆様のご意見をもとに
商品を作ってます
美健塾も開催しており、社長自ら指導や
ツアー美健塾で経験出来ないことも出来る
世界のサロンとの繋がりを生かし、
海外事業展開のフォローも可能
加盟店フォローでの役割
スキルアップ
最新情報の提供
人脈作り

一般社団法人国際先進美容協会
30年美容に経ち触ってきたからこそ、
解ること本当のエステが・・・・
理事長を中心に、美容業界の発展に尽力している。
協会認定によるサロンのレベルアップを図る。
世界のサロンとの繋がりを生かし、
海外事業展開のフォローも可能
加盟店フォローでの役割
スキルアップ
最新情報の提供
人脈作り

株式会社NovaEra
美容健康関連商材のメーカーとして事業を展開。
商品マーケティングなどから、最新トレンド情報の情報網
を持ち、美容健康関連のコンサルティングだけではなく、
幅広いコンサルティングが可能。
代々木にてBeauty STUDIO事業を運営。

confidential

Medical Beauty Biken 加盟店
プラン一覧表
50万円
プラン

100万円
プラン

300万円
プラン

500万円
プラン

協会 入会金
協会 月額
Bikenn加盟店料 月額

30,000円（税抜） 20,000円（税抜） 10,000円（税抜）
3,000円（税抜） 1,000円（税抜） 年間1万円（税抜）
10,000円（税抜） 5,500円（税抜） 3,000円（税抜）

無料
一年間無料
２年目５００円
無料

加盟店セット

定価
339,900円（税抜）

定価
1,083,600円
（税抜）

定価
４６５万円
（税抜）

教育

・海外向け日本
・フェイシャル・ボ 式
・Hearteeフェイス・
ディ基本施術無料 エステスクール
・Hearteeフェイス
バスト・ボディ
指導
無料指導
無料指導
無料指導
・日本式美アロ ・日本式美アロマ
・基本サロン施術
・基本サロン施術
マ・機械施術無料 無料指導
見直し
見直し
指導
・機械施術無料
指導

ANGEブランド取扱商品販売権利

定価
2,700,000円
（税抜）

55％

50％

50％

50％

30％OFF

40％OFF

50％OFF

60％OFF

〇

〇

〇

〇

年1回 懇親会＆会議

〇

〇

〇

〇

提携業者の紹介
（加盟店割引有）

〇

〇

〇

〇

店舗ホームページ

提携業者割引

提携業者割引

提携業者割引

いずれか一つを
無料作成

店舗チラシ

提携業者割引

提携業者割引

提携業者割引

1000枚
無料提供

美健スクール
協会支援 協会サイト・会報誌
などへの掲載
（プランによって取上げ面積など変わります）

Medical Beauty Biken
50万円プラン
協会入会金
協会月額
Biken加盟店料月額

加盟店
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30,000円（税抜）別途
3,000円（税抜）別途
１0,000円（税抜）別途

加盟店セット

教育
Hearteeフェイス
施術指導

Heartee Infinity×5個（240,000円）
Heartee PROクリーム×3個(29,400)
人魚の涙Cream×5個（30,000円）
バストケアパックハーバルEX×3セット（22,500円）
バストケアパックホワイトUP×3セット（18,000円）

基本サロン施術
見直し

ANGEブランド商品販売権利

掛率55％

充実した美容健康関連商材をラインナップ
商材を販売することで
エステ全体の売上アップに貢献します。
参考サイト 株式会社ANGE : https://www.ange-world.com/

美健スクール ３０％OFF

協会支援 協会サイト・
会報誌などへの掲載

参考サイト 協会サイト : https://gabjp.org/

年1回 懇親会＆会議

提携業者の紹介
（加盟店割引有）
サロン機材やエステ機器サロンでの販売商
品チラシやショップカード等サロン運営に関わ
る様々な提携業者を加盟店割引にてご紹介。

加盟店の皆様との繋がりが持て、
さらに最新の美容情報なども得られます。
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Medical Beauty Biken 加盟店
１００万円プラン
協会入会金
協会月額
Biken加盟店料月額

20,000円（税抜）別途
1,000円（税抜）別途
5,500円（税抜）別途

加盟店セット

教育
Hearteeフェイス
バスト・ボディ
無料施術指導

Heartee Infinity×2個（96,000円）
Heartee PROクリーム×2個（19,600円）
人魚の涙Cream×3個（18,000円）
AQUASUREH2

基本サロン施術
見直し

950,000円

ANGEブランド商品販売権利

掛率50％

充実した美容健康関連商材をラインナップ
商材を販売することで
エステ全体の売上アップに貢献します。
参考サイト 株式会社ANGE : https://www.ange-world.com

美健スクール 40％OFF

協会支援 協会サイト・
会報誌などへの掲載

参考サイト 協会サイト : https://gabjp.org/

年1回 懇親会＆会議

提携業者の紹介
（加盟店割引有）
サロン機材やエステ機器サロンでの販売商
品チラシやショップカード等サロン運営に関わ
る様々な提携業者を加盟店割引にてご紹介。

加盟店の皆様との繋がりが持て、
さらに最新の美容情報なども得られます。

Medical Beauty Biken 加盟店
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300万円プラン
協会入会金
GAB協会月額
Biken加盟店料月額

10,000円（税抜）別途
年間 10,000円（税抜）別途
3,000円（税抜）別途

加盟店セット

教育
フェイス・ボディ
基本施術指導
日本式美アロマ・
機械施術指導
基本サロン施術

NEUBOX（2,2００，０００円）
ANGEブランド商品定価50万円
（選べる50万円セット）

ANGEブランド商品販売権利

掛率50％

充実した美容健康関連商材をラインナップ
商材を販売することで
エステ全体の売上アップに貢献します。
参考サイト 株式会社ANGE : https://www.ange-world.com/

美健スクール ５０％OFF

協会支援 協会サイト・
会報誌などへの掲載

参考サイト 協会サイト : https://gabjp.org/

年1回 懇親会＆会議

提携業者の紹介
（加盟店割引有）
サロン機材やエステ機器サロンでの販売商
品チラシやショップカード等サロン運営に関わ
る様々な提携業者を加盟店割引にてご紹介。

加盟店の皆様との繋がりが持て、
さらに最新の美容情報なども得られます。

Medical Beauty Biken
500万円プラン
協会入会金
協会月額
Biken加盟店料月額

加盟店

confidential

無料
1年間無料 2年目より500円
無料

加盟店セット

教育

NEUBOX（2,2００，０００円）
AQUASUREH2 (950,000円）
ANGEブランド商品定価１５０万円
（選べる１５０万円セット）
店舗チラシ１０００枚無料提供

海外向け日本式エス
テスクール指導
日本式美アロマ指導
機械施術指導
基本サロン施術

ANGEブランド商品販売権利

掛率50％

充実した美容健康関連商材をラインナップ
商材を販売することで
エステ全体の売上アップに貢献します。
参考サイト 株式会社ANGE : https://www.ange-world.com/

美健スクール ６０％OFF

協会支援 協会サイト・
会報誌などへの掲載

参考サイト 協会サイト : https://gabjp.org/

年1回 懇親会＆会議

提携業者の紹介
（加盟店割引有）
サロン機材やエステ機器サロンでの販売商
品チラシやショップカード等サロン運営に関わ
る様々な提携業者を加盟店割引にてご紹介。

加盟店の皆様との繋がりが持て、
さらに最新の美容情報なども得られます。

