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ライセンス加盟店募集資料



　私は17歳から30歳までの13年間、現役格闘家として活動していました。
　25歳の時にタイに武者修行に出てタイ人選手のしなやかなキックをみて驚きました。こんなにも鞭のようにし
なやかに蹴ることができるのか！と。。。そして、なぜ自分にはできないのだろうと考えました。その答えは”可
動域”だったのです。
　それからは“可動域”を常に意識するようになり、ありとあらゆるボディケアを自分の体を使い、試していきまし
た。その中で生まれたのが私の考案するZSTA協会の体幹軸調整法なのです。
　この可動域調整技術は、日常では動かさない筋肉や関節を伸ばし、広げることによりアスリートのパフォーマ
ンスを向上させることが可能です。特にゴルフは効果覿面（てきめん）で、施術後に20ヤード飛距離が伸びたと
いう方もいらっしゃいました。アスリートだけでなく、女性のくびれや二の腕痩せなど、スタイルアップにもとても
適しており、これまで多くのモデルや俳優の方々に施術し、効果を感じて頂きました。もちろん、肩こりや腰痛
に悩む方にもオススメです。
　私が考案した可動域調整を、たくさんの方々に受けていただき、皆さんのお身体のお悩みに寄り添い、より
健康で明るい人生のお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。

　今回、募集させて頂く『全力ストレッチ』事業は、そんな素晴らしい技術を用いて、昨今の価格競争に巻き込
まれない、低リスクで高収益な事業です。また、近年、マッサージ業界が悩む人手不足も当社は感じたことが
ありません。

「何故、価格競争に巻き込まれないのか？」「何故、人材獲得に困らないのか？」
その秘密は本資料に掲載致しました。是非本資料をお読み頂き、そして本事業の可能性を感じて頂ければ幸
いです。
　

代表挨拶

代表取締役　阿佐美　宏明



代表者紹介

阿佐美 宏明(阿佐美ザウルス)
　1985年9月13日生まれ

17歳から格闘技をはじめ20歳でキックボクシングでデビュー。
リングネームが阿佐美ザウルス。入場時に恐竜の着ぐるみをトレードマークにして入場。

25歳の時にムエタイの修行へ単身タイへ。その時に初めてタイ古式マッサージに出会い
魅了され、日本に帰国してから、現役格闘家をしながらタイ古式マッサージの修行も始める。

27歳の時にタイ式マッサージ店オーガニック広尾をオープンさせる。歌手、モデル、アイドル、
女優が多く訪れるようになる。

30歳で格闘家引退。自身の経験から可動域の重要性に気づき、ポイントをおさえたオリジナルの手技
「体幹軸調整法」を考案。恵比寿にサロンをオープンさせ数多くの著名人が来店する。
歌手の方が多く訪れる中、その悩みから一定の法則に気づきその悩みに特化した肺活量ストレッチを独自に考案。ライブ前の
肺活量ストレッチでアーティストのコンディショ二ングやダンサーやアイドルのパフォーマンスアップの為の体幹軸調整を担当す
る。

2018年「全力ストレッチ恵比寿」をオープン
2019年「全力ストレッチ六本木」をオープン
2020年「全力ストレッチ目黒」「全力ストレッチ
　　　　三軒茶屋」をオープン予定



会社概要

会社名 　株式会社ザウルス

屋号 　全力ストレッチ

代表取締役 　阿佐美　宏明

事業内容
　リラクゼーションサロン運営事業
　施術スタッフ育成事業
　ライセンス展開事業

店舗住所

＜恵比寿店＞
　東京都渋谷区恵比寿1−17−6
　コートモデリアサウス恵比寿B1F　001
　TEL：03-4500-3683
＜六本木店＞
　東京都港区六本木5-18-18
　プレシャス六本木ビル6F
　TEL：03-5544-8807

※ その他の店舗（2020年12月時点）：三軒茶屋店、目黒店、新宿南口店、大阪心斎
橋店、中目黒店、赤坂店、横浜元町店、新宿西口店



リラクゼーション市場について

　左図のように近年、リラクゼーション市場は右肩上
がりで伸びています。ボティケアを始めとした自己メン
テナンスへの関心が高まり、今後の伸びは鈍化する
ものの引き続き市場は拡大傾向にあると考えていま
す。

　ただ、昨今１時間3,000円以下の低価格帯のマッ
サージ店も出現し、リラクゼーション業界は、大きな過
渡期を迎えたと言っても過言ではありません。

　技術の低下、店舗で働くスタッフの待遇低迷などが
目立つようになり、それに伴い、撤退を余儀なくされ
ている店舗も多いのが現状です。

そんな中、『全力ストレッチ』は安定して業績を伸ばしています！
　　　　　　　　　　　　　その理由は？？　　　　次ページ以降をご覧くだい。



昨今のリラクゼーションにおける問題点

では『全力ストレッチ』の戦略はどのようなものなのか？

価格競争に
巻き込まれる

十分な利益が
出ない

人件費を削る
スタッフが
集まらない

スタッフ育成の
余裕もない

技術が低下する

①

②

③④

⑤

⑥
　昨今のリラクゼーション業界の問題は、
左図の通りです。

低価格路線のチェーン店に影響され、自店
舗の施術価格を下げた場合、特に小規模の
店舗などでは十分な利益が確保でき
　　　ません。そうすると、店舗経営の
　　　為にスタッフの人件費を削らざる
　　　を得なくなるわけです。
　　　人件費を削ると、スタッフの給与
　　　などの待遇が低くなる為、求人で
　　　スタッフが集まりにくい状況に陥
　　　ります。このように、スタッフ不足が続く
と、十分な研修を行っている時間がなく、未
熟なまま現場に入れることになりますので、
当然満足度の高いサービスを提供すること
ができなくなるわけです。
当然ながら、質が落ちると価格を落とさざる
を得ない状況です。

つまり、多くの店舗が上図のような負のスパイラルに陥っていると分析しています。

業界の
負の

スパイラル



『全力ストレッチ』の戦略と実績について①

『全力ストレッチ』の戦略と実績は次ページに続く。

『全力ストレッチ』では左記掲げる
３つの理論が、

「価格競争に巻き込まれない経営」
を可能にしています。
そして、この３つの中で何より重要な事項が

“施術技術と、それを修得する為の教育（研修）”です。

　代表の阿佐美は格闘家として活動をしていた現役時代から多く
のマッサージ店などを巡りましたが、本当に高い技術を持った店
舗は、ほんの僅かでした。

　当たり前ですが、お客様は肩こりや疲労回復などを目的としてご
来店されます。高い技術と丁寧な施術を行えば、満足感も上がり、
必然とリピート率も向上するわけです。実際、当店ではリピート率
が高く、また一般の方だけではなく、
プロスポーツ選手や芸能人の方々にもご利用頂いています。

全力ストレッチ経営の理論

施術技術・教育

コンセプト

①施術技術・教育

　当店のマッサージ、ストレッチ技術は、代表の阿佐美が考案した『体幹軸調整法』がベースとなった独自の
ストレッチ技術を基にしています。またこれらの高い技術力を全くマッサージ経験などが無い方でも修得できるようにしています。
全店舗のスタッフは、十分な研修を受けて一定レベル以上の基準を合格した者のみが店舗にて施術を行なっています。

スタッフ待遇

＜全力ストレッチの驚異のリピート率＞
恵比寿店　65.2％　　六本木店　72.0％　※2019年10月〜2020年2月全顧客のリピート率実績値

新規顧客のみのリピート率：55.8% ※2019年10月〜2020年2月六本木店新規顧客のみのリピート率実績値



この3つの理論が、競合他社に負けない『全力ストレッチ』の最大の武器！

　続いて、２つ目の理論の”スタッフ待遇について”です。
リラクゼーションサロン経営において、モチベーションの高いスタッフは欠かせない存在です。
そこで、『全力ストレッチ』では、
②スタッフ待遇
　競合他社の店舗に比べると、高い給与を支給できる仕組みにしています。業界でよくあるような「完全歩合制」や「待機中は時
給が発生しない」等のようなシステムは導入していません。よって、求人サイトに掲載しても、他店より待遇も良いので、多くの応
募があり、しっかりと選考し、採用が可能です。（業界未経験者も多く応募してきており、直営店でも未経験者が活躍していま
す。）
　経営ノウハウにも繋がる事なので、多くは語れませんが、売上に応じて時給も向上し、また指名料については全額給与に反映
されるシステムを採用していますので、アルバイトでも月収60万円を超えるスタッフもいます。

　そして、最後にコンセプトです。
　『全力ストレッチ』では、高い技術、丁寧な施術に加えて、“癒し”を大切にしています。その為、
③コンセプト
　当店では、男性スタッフより“癒し”を提供しやすい女性スタッフのみを採用しています。女性スタッフでも、的確なツボを押した
り、体全体を使って体重移動をすることにより、力強い施術をする事が可能になり、満足感の高い
ストレッチマッサージと“癒し”を提供する事が可能です。

『全力ストレッチ』の戦略と実績について②

＜全力ストレッチ恵比寿店および六本木店のスタッフ時給＋インセンティブ実績＞
　　入店から１ヶ月　時給1,600円〜スタート！
　　全スタッフの平均時給2,175円（2020年2月六本木店実績）

　　＋指名料による平均インセンティブ額99,750円（2020年2月六本木店実績）

　　　　　　　　　　驚異のスタッフ定着率100％！(直近１年間の研修終了後に入店したスタッフ実績)※2020年３月現在



「全力ストレッチ」の経営哲学
　ここまで資料をご覧いただき、「全力ストレッチ」の経営哲学を少しはご理解頂けましたでしょうか？

　それでは、ここからは、『論より証拠』ということで、収支のご説明や開業までの流れ、出店時の費用面につい
てのご説明をして参りたいと思います。

　まず、次ページに当店の基本的な施術料金を記載しております。

「えっ！？高っ！！」と思われると思います。笑

「はい。当店は決してお安い店ではございません。」

　こんな値段で本当にお客様が来るのか？と感じる方もいらっしゃるかと思います。
　ただ、現実は、本当に多くのリピーターの皆様にご利用頂いており、以後のページにて、収支例や予約実績
などを公開しておりますので、ご確認ください。

　また、当店のスタイルでは、多くの高級飲食店や高級リラクゼーションなどが高価な料金にてサービスを提供
する為に、必要とされる雰囲気作りとしての「高級内装や高級什器・備品」を必要としていません。よって、驚く
ほど安価に出店が可能です。

是非、次ページ以降もご確認下さい。
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※上記価格は税込

施術料金については、都内は上記の料金で統一です。それ以外の地域によっては、本部と相談の上、設
定いただきます。ただし、全力ストレッチの方針である安売りは致しません。
その他、回数券販売や、店舗によって集客媒体にて新規割引などの特別料金は本部と相談の上、設定可
能です。

客単価（実績ベース）　恵比寿14,172円　六本木11,367円、



契約プランについて　〜各プランの概要〜

全力ストレッチでは、加盟店オーナー様向けに２つのプランをご用意いたしました。

運営委託契約プラン
　本部が店舗運営に関わるマネジメントなどの店舗を運営に関わる諸業務は、本部主体に行い
ます。本部が運営を行うことにより、オーナーの負担を極力軽減します。
　※求人などに関する費用負担は加盟店負担。

★オススメの方★
　面倒な経営は、全て本部に委託したい方。副業として、投資感覚で店舗を運営したい方。

ライセンス契約プラン
　加盟店オーナー様主体に店舗を運営。もちろん、本部もサポートし、店舗運営に関わるノウハ
ウのオーナー様ご自身が学ぶような形で自立運営を目指します。
　
★オススメの方★
　自分で店舗運営を行いたい方。本部のノウハウを活かしながら、経営努力のできる方。



契約プランについて　〜各プランの比較〜

各プランの違い
主な業務や費用に関する担当を下記に記載します。ただし、いずれかが全く関与しないというような意図で

なく、あくまで主体的に行う担当と認識してください。　

内容 運営委託契約プラン ライセンス契約プラン

店舗物件選定業務 本部 加盟店

出店時の物件関連諸業務※1 本部 加盟店

求人業務 本部 加盟店

研修業務 本部 本部

店舗運営・管理 本部 加盟店

訪問時の旅費交通費負担※2 本部 加盟店

運営委託料 売上の8％ なし

ライセンス料 月額10万円（税別） 月額10万円（税別）

契約時の保証金 100万円（非課税） なし

※1 内装の打ち合わせや店舗備品の発注業務など。　運営委託の場合は、全て本部が行いますが、費用負担につい
　ては、加盟店側の負担になります。予算は随時相談しながら決めますので、ご安心下さい。

※2 必要に応じて本部スタッフが店舗に訪問する際の新幹線・飛行機代、宿泊費など。ライセンス契約プランに
　ついては、基本的に加盟店に旅費交通費などのご負担をお願いしますが、事前に相談しますので、ご安心下さい。



収支例（恵比寿店モデル）　ライセンス契約プラン

項目 金額 比率

売上 ¥4,500,000 100.0%
人件費 ¥1,800,000 40.0%

法定福利費 ¥75,000 1.7%
地代家賃 ¥370,000 8.2%
広告費 ¥500,000 11.1%
通信費 ¥10,000 0.2%
水光熱費 ¥30,000 0.7%
雑費 ¥130,000 2.9%

ライセンス料 ¥100,000 2.2%
営業利益 ¥1,485,000 33.0%

恵比寿店の平均実績に基づいて上記のシミュレーションを作成しております。
【恵比寿店データ】
　恵比寿店坪数：18坪　ベット数：４ベット
　稼働率：43％　　　　平均客単価：14,172円

恵比寿店の月商例をライセンス契約プランに当てはめた場合



収支例（恵比寿店モデル）　運営委託契約プラン

項目 金額 比率

売上 ¥4,500,000 100.0%
人件費 ¥1,800,000 40.0%

法定福利費 ¥75,000 1.7%
地代家賃 ¥370,000 8.2%
広告費 ¥500,000 11.1%
通信費 ¥10,000 0.2%
水光熱費 ¥30,000 0.7%
雑費 ¥130,000 2.9%

ライセンス料 ¥100,000 2.2%
運営委託料 ¥360,000 8.0%
営業利益 ¥1,125,000 25.0%

恵比寿店の平均実績に基づいて上記のシミュレーションを作成しております。
【恵比寿店データ】
　恵比寿店坪数：18坪　ベット数：４ベット
　稼働率：43％　　　　平均客単価：14,172円

恵比寿店の月商例を運営委託契約プランに当てはめた場合



収益シミュレーション ①-a  ライセンス契約プラン

項目 金額 比率 算出根拠

売上 ¥3,168,000 100.0% 下記の設定条件を参照

人件費 ¥1,267,200 40.0% 実績に基づく比率から計算

法定福利費 ¥31,680 2.5% 実績に基づく比率から計算

地代家賃 ¥325,000 10.3% 坪単価25,000円 × 13坪 
広告費 ¥400,000 12.6% 実績ベースから

通信費 ¥10,000 0.3% 実績ベースから

水光熱費 ¥30,000 0.9% 実績ベースから

雑費 ¥130,000 4.1% 実績ベースから

ライセンス料 ¥100,000 3.2% 固定価格

営業利益 ¥874,120 27.6%
設定条件
　30日稼働（12時間営業/日）　13坪　3ベット（１ベットあたり８回転が限界）
　1ベットあたりの限界回転数：８回転×３ベット＝２４名の施術が限界
　平均ベット稼働率40％、平均客単価11,000円と仮定すると、
　月売上＝MAX人数24名 × 客単価11,000円 × 稼働率40％ ＝ 316.8万円

これまでの実績から3ベットが最も効率よく経営できる規模だと思いますが、出店希望店舗によっ
てご相談下さい。また上記は稼働率40％で設定しておりますが、決して高い稼働率で設定してい
るわけではありません。

あくまで上記はシミュレーションですので収支を保証するものではありません。



収益シミュレーション ①-b  運営委託契約プラン

項目 金額 比率 算出根拠

売上 ¥3,168,000 100.0% 下記の設定条件を参照

人件費 ¥1,267,200 40.0% 実績に基づく比率から計算

法定福利費 ¥31,680 2.5% 実績に基づく比率から計算

地代家賃 ¥325,000 10.3% 坪単価25,000円 × 13坪 
広告費 ¥400,000 12.6% 実績ベースから

通信費 ¥10,000 0.3% 実績ベースから

水光熱費 ¥30,000 0.9% 実績ベースから

雑費 ¥130,000 4.1% 実績ベースから

ライセンス料 ¥100,000 3.2% 固定価格

運営委託料 ¥253,440 8.0% 売上の８％

営業利益 ¥620,680 19.6%
設定条件
　30日稼働（12時間営業/日）　13坪　3ベット（１ベットあたり８回転が限界）
　1ベットあたりの限界回転数：８回転×３ベット＝２４名の施術が限界
　平均ベット稼働率40％、平均客単価11,000円と仮定すると、
　月売上＝MAX人数24名 × 客単価11,000円 × 稼働率40％ ＝ 316.8万円

前ページの①-aのライセンス契約での収支に運営委託料を加算したものです。

あくまで上記はシミュレーションですので収支を保証するものではありません。



収益シミュレーション ②-a  ライセンス契約プラン

項目 金額 比率 算出根拠

売上 ¥4,752,000 100.0% 下記の設定条件を参照

人件費 ¥1,900,800 40.0% 実績に基づく比率から計算

法定福利費 ¥47,520 2.5% 実績に基づく比率から計算

地代家賃 ¥325,000 6.8% 坪単価25,000円 × 13坪 
広告費 ¥500,000 10.5% 実績ベースから

通信費 ¥10,000 0.2% 実績ベースから

水光熱費 ¥30,000 0.6% 実績ベースから

雑費 ¥150,000 3.2% 実績ベースから

ライセンス料 ¥100,000 2.1% 固定価格

営業利益 ¥1,688,680 35.5%
設定条件
　30日稼働（12時間営業/日）　13坪　3ベット（１ベットあたり８回転が限界）
　1ベットあたりの限界回転数：８回転×３ベット＝２４名の施術が限界
　平均ベット稼働率60％、平均客単価11,000円と仮定すると、
　月売上＝MAX人数24名 × 客単価11,000円 × 稼働率60％ ＝ 475.２万円

①のシミュレーションに比べ、平均ベット稼働率を20％アップしたもの。店舗規模に対し、決して
無理のない稼働率です。店舗オープン後、リピート客が付いてくると、十分に実現可能で、スタッ
フの給与も上がり、ますますやる気UPに繋がります。

あくまで上記はシミュレーションですので収支を保証するものではありません。



収益シミュレーション ②-b  運営委託契約プラン

項目 金額 比率 算出根拠

売上 ¥4,752,000 100.0% 下記の設定条件を参照

人件費 ¥1,900,800 40.0% 実績に基づく比率から計算

法定福利費 ¥47,520 2.5% 実績に基づく比率から計算

地代家賃 ¥325,000 6.8% 坪単価25,000円 × 13坪 
広告費 ¥500,000 10.5% 実績ベースから

通信費 ¥10,000 0.2% 実績ベースから

水光熱費 ¥30,000 0.6% 実績ベースから

雑費 ¥150,000 3.2% 実績ベースから

ライセンス料 ¥100,000 2.1% 固定価格

運営委託料 ¥380,160 8.0% 売上の８％

営業利益 ¥1,308,520 27.5%
設定条件
　30日稼働（12時間営業/日）　13坪　3ベット（１ベットあたり８回転が限界）
　1ベットあたりの限界回転数：８回転×３ベット＝２４名の施術が限界
　平均ベット稼働率60％、平均客単価11,000円と仮定すると、
　月売上＝MAX人数24名 × 客単価11,000円 × 稼働率60％ ＝ 475.２万円

あくまで上記はシミュレーションですので収支を保証するものではありません。

前ページの②-aのライセンス契約での収支に運営委託料を加算したものです。



予約表（恵比寿店実績）※下記はコロナウィルス影響下の実績です。

平日例１

平日例2

休日例

　上記はいずれもコロナ緊急事態宣言明けの6月上旬の予約日程表です。まだ3名体制以下の日が多い為（恵比寿店は４ベット
の為、4名体制が通常）、まだ完全に売上が回復をしたとは言えない状況ではありますが、リピーター顧客が多い為、当店では競
合他店より早期に売上が平常時に近い状態まで回復し、黒字ベースに乗ってきています。



全力ストレッチ研修日程
全力ストレッチでは、店舗で施術を行う全てのスタッフへの技術研修を義務化しています。
長年の試行錯誤の結果、最短期間での技術習得を可能としました。

研修期間：
　6日間（8時間/日）

研修内容：
　体幹軸調整法技術研修
　顧客獲得営業研修　等

　座学と実技を通して、解剖学
なども含めた専門的な知識と高
度な施術技術を学んで頂きます。
　また、リピート客を獲得する
のに必要な接客や営業スキルも
学んで頂きます。

実施場所：
　都内（人数等により本部より
指定致します）

日程 内容（体幹軸調整法＆全力営業研修）

1日目
座学：チェーン理念、体幹軸調整定義 
実技：筋膜リリース、骨盤調整

2日目
座学：解剖学
実技：股関節調整

3日目
座学：リピーターにつながる全力接客
実技：肩甲骨調整

4日目
座学：集客方法
実技：眠りを誘うリラックスストレッチ、
　　　オリジナルアクロバットストレッチ

5日目
座学：まとめ＆補習
実技：まとめ＆補習

※未熟と判断した場合は、無料で延長研修を行います。ただし、交通費等の実費は必要。



加盟条件　ライセンス契約の場合

項目 費用

加盟金 190万円（税別）

研修費
１名に付き、10万円（税別）
※最低３名以上

物件取得費用
店舗による
※店舗保証金など　

内装費用
基本は不要
※居抜き物件を利用

什器・機器
20万円程度
※施術ベット、洗濯機（指定業者なし）

備品
30万円程度
※施術着、ユニフォーム、タオルなど（指定業者なし）

求人費 30〜50万円（税別）

運転準備資金
50〜100万円程度
※研修の実費やオープン広告など

総額 約280万〜380万円程度　※店舗取得費別途必要



加盟条件　運営委託契約の場合

項目 費用

加盟金 加盟金190万円（税別）

研修費
１名に付き、10万円（税別）
※最低３名以上

物件取得費用
店舗による
※店舗保証金など　

内装費用
基本は不要
※居抜き物件を利用

什器・機器
20万円程度
※施術ベット、洗濯機（指定業者なし）

備品
30万円程度
※施術着、ユニフォーム、タオルなど（指定業者なし）

求人費 30〜50万円（税別）

運転準備資金
50〜100万円程度
※研修の実費やオープン広告など

総額 約380万〜480万円程度　※店舗取得費別途必要



出店時の実績開業資金（店舗取得費用も含めた全ての開業費用の実績例）

品目 個数 単価 小計 
パソコン 1 50,000 50,000
スピーカー 1 20,000 20,000
受付台 1 14,000 14,000
施術ベッド 4 20000 80000
スツール 2 2400 4800
ソファ 1 26000 26000
タオル類 30 540 16000
スタッフ制服 上下10セット 16500 165000
お客様ウェア下 30 1000 30000
お客様ウェア上 30 350 10500
電話機 1 5000 5000
棚 2 3000 6000
掃除機 1 18000 18000
レジドロア 1 5000 5000
看板 1 8000 8000
洗濯機 1 155000 155000
スタッフロッカー 1 35500 35500
チラシ 1 8000 8000
ロゴ制作 1 13000 13000
枕 4 1100 4400
カメラ 1 8000 8000
洗濯備品 1 3000 3000
その他備品 1 25000 25000
ホームページ 1 12000 12000
求人 6 30000 180000

合計 894,200 

恵比寿店開業時費用（マンションタイプ）　
（スケルトン物件　ただし、内装は不要）
　家賃　37万円
　敷金礼金　37万円（１ヶ月分）
　仲介手数料　37万円
　物件取得費用合計：111万円
　左図備品類合計：約77万円

　総トータル　約200万円（直営店の為、
　　加盟金88万円,研修費33万円(3名分)含まず）

三軒茶屋店開業時費用（店舗タイプ）
（元エステサロン、居抜き物件）
　家賃　27万円
　保証金　189万円（７ヶ月分）
　仲介手数料　27万円
　造作譲渡費用　150万円
　加盟金・研修費　121万円（研修3名）

　※備品等も全て揃っていた為、備品費用なし

　総トータル　約500万円

上記のように、居抜きやマンションタイプの店舗で出店することにより、他の店舗型業態と比べ、実
際は驚く程、安価に出店が可能です！

恵比寿店開業時の備品類一覧



開業までの流れ

説明会
&

見学
仮契約 物件探し 物件決定

本契約
求人
研修

内装オープン

※ 研修および内装については、同時期に並行して進めます。
※ 本契約〜オープンまでは、およそ２〜３ヶ月です。（場合によっては、短縮可能）
※ 仮契約時に申込金として10万円（税別）を頂きますが、本契約時に加盟金に充当致します。
　本部側の都合によって本契約に至らない場合は申込金についてはご返金致しますが、万が一、加盟
希望者様からの都合による中止の場合は、一切返金致しませんので、ご了承下さい。


