MP セラピスト募集プラン資料 全 5 ページ
※表示価格は全て「税抜」です。プラス消費税が加算されます。

・First Moon MP（ファーストムーン MP）

アルスノトリア が承認済みの「ファーストムーン MP セラピスト」
MP カード全種（82 種）を使いお仕事をされるセラピストを指します。
日本国内登録者－96 名に達した時点で、募集終了いたします。※注１
※注 1 に関しての解説は、資料最後尾に記載しています。

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ファーストムーンとして活動するには 以下、FA、FB、FC の全てを満たして下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

FA： 深層意識・潜在意識シンボリズムに関連する女性の月経における心と身体の変化を自分と
お客様、セカンドムーン MP 育成のために活かし、人生を豊かにしていきたい。との想いがある事。
FB： アルスノトリアが行う、ファーストムーン専用 MP 講習を完了されている事。
82 種全種の MP カード購入を完了している事。
FC： 以下 URL サイト内に、ご自分の顔写真を掲載可能な事。 （お写真はご用意下さい）
http://mptherapy.jp/
・Second Moon MP（セカンドムーン MP）
初級カード 33 種、又は、初級＋中級（計 62 種）を使う MP セラピストを指します。（お客様への
MP セラピーが可能になります）
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*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

セカンドムーンとして活動するには 以下、SA、SB、SC の全てを満たして下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

SA： 深層意識・潜在意識シンボリズムに関連する女性の月経における心と身体の変化を自分と
お客様のために活かし、人生を豊かにしていきたい。との想いがある事。
SB： ご自分が使用される各カードに対する講習を「ファーストムーン」より受講完了している事。
※ アルスノトリアからの受講は行いません。必ずファーストムーンよりご受講下さい。

例） 初級カードのみを使ってお仕事されたい場合－コース１．を受講して下さい
講習コース 1． 初級カードのみ使用 90 分 15,000 円
例） 初級カード＋中級カードを使ってお仕事されたい場合－コース 2．を受講して下さい。
講習コース 2．初級＋中級カード使用 150 分 35,000 円
SC： レンタル、もしくは購入形式で、最低でも初級カード 33 枚を有している事。
例）初級 33 種のカードレンタルをされている場合、条件を満たしているので OK です。
6 ヶ月レンタル 6,000 円 （1 ヶ月当り 1,000 円）
12 ヶ月レンタル 9,600 円 （1 ヶ月当り 800 円）

-------------* 費用及び価格表 *--------------------

・登録費用－MP セラピスト登録費用です。初回のみ発生する費用です。
ファーストムーン１名様 10,000 円
セカンドムーン１名様 7,000 円
書類作成、web サイト運営、など各種運営費用として使わせていただきます。
※一旦収められた登録費用の返却はありません。退会時も費用返却ナシ。

---------------------------------------* ファーストムーン様 *---------------------------------------

・ファーストムーン専用 MP 講習受講費用－60,000 円
講習時間－5 時間
アルスノトリアがファーストムーン様へ行う専用講習です。
※ファーストムーン様が、セカンドムーン様へ行う講習とは内容が異なります。カード自体の講習と共に、
ファーストムーン様の「適正」もアドバイスさせていただきますので、今後のお仕事がスムーズになります。

・ファーストムーンによる、クライアント（一般顧客）への MP セッション料金
ファーストムーン様が一般のお客様にセッションされる価格となります。

初級カードのみ使用
60 分～90 分
12,000 円
初級＋中級カード使用 120 分～150 分 25,000 円
初級＋中級＋上級 全てのカード使用 150 分～180 分 35,000 円
・MP カード購入料金 ファーストムーン様だけの適用
初級 33 種＋中級 29 種＋上級 20 種（計 82 種） 70,000 円
2

*--------------------------------------- セカンドムーン様 --------------------------------------*

・セカンドムーン専用 MP 講習受講価格表 ※ファーストムーン様の収入になります。
ファーストムーン様がセカンドムーン様へ行う講習です。
講習コース 1．初級カードのみ使用
90 分 15,000 円
講習コース 2．初級＋中級カード使用 150 分 35,000 円
セカンドムーンによる、クライアント（一般顧客）への MP セッション料金
セカンドムーン様が一般のお客様にセッションされる価格となります。

初級カードのみ使用
初級＋中級カード使用

60 分～90 分
12,000 円
120 分～150 分 25,000 円

・MP カード購入料金 セカンドムーン様だけの適用
初級 33 種 27,000 円
中級 29 種 25,000 円
初級 33 種＋中級 29 種 （計 62 種） 50,000 円
※セカンドムーン様へは上級のカード販売はありません。

----------------------------* ファースト、セカンド共通 *----------------------

・補充カード代金 各種 3 枚セット－600 円 （82 種全て同一価格、カード端加工は手作業仕上げ）
ファーストムーン様、セカンドムーン様 両方に適用
※クライアント（一般顧客）様へ、実費を請求される場合の価格は、１枚 200 円～400 円にしてください。

*--*---------------------------------------* ボーナス報酬に関して *---------------------------------------*--*

☆ファーストムーン様だけのボーナス報酬！
ファーストムーン様の元で講習を受けられたセカンドムーン様が MP カードを購入された時点で、
「ボーナス」が発生します。ボーナスの内訳は以下に記載の通りです。※カードはアルスノトリア アカデミーより 、
セカンドムーン様へ直接発送いたします。ファーストムーン様が在庫を抱える必要は一切ナシ！

例）11 月に、初級＋中級カードを 2 名のセカンドムーン様がご購入。
7,500 円×2 名＝15,000 円が貴女のボーナスとなります。
初級 33 種をご購入
27,000 円×10％＝ボーナス 2,700 円
中級 29 種をご購入
25,000 円×10％＝ボーナス 2,500 円
初級 33 種＋中級 29 種 （計 62 種）をご購入 50,000 円×15％＝ボーナス 7,500 円
1 ヶ月ごとに集計し、翌月 15 日に、振込手数料を差し引いた金額を
ご本人様名義の銀行口座に振込みます。※振込日が土・日・祝日の場合、平日にずれます。
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*---------------------------*--* 初期費用を抑えたい方に *--*---------------------------*

セカンドムーンになろうかな。どうしようかな？とお悩み中の方、ご安心を。
カードを購入せず、「レンタル」可能です。思う存分お試し下さい。
※レンタルカードは再利用していますので、多少の使用感があります。ご了承下さい。
MP セラピストの仕事が自分に向いているかな？を試せるので、心理的負担も軽くてすみます。
カードを使いこなす自信がついた時点で、正規のカード購入に切り替えるのがベストです。
※ご注意： セカンドムーン様専用のサービスです。
セカンドムーン専用 MP 講習を受講済みの方は、カードレンタル可能です。
・MP カードレンタル費用－セカンドムーン様へ適用 ※ファーストムーン様は適用無し
初級 33 種のカードレンタル
6 ヶ月レンタル 6,000 円 （1 ヶ月当り 1,000 円）
12 ヶ月レンタル 9,600 円 （1 ヶ月当り 800 円）

初級 33 種＋中級 29 種 （計 62 種）のカードレンタル
6 ヶ月レンタル 7,200 円 （1 ヶ月当り 1,200 円）
12 ヶ月レンタル 12,000 円 （1 ヶ月当り 1,000 円）

-----------------* ※注１ ファーストムーン MP 日本国内登録者－96 名についての解説 *----------------

１ヶ月間に 30 名以上の、「セカンドムーン専用 MP 講習費用」 を行うファーストムーン様が
日本国内に 96 名誕生した時点で、一旦、ファーストムーン MP 募集を終了します。
ファーストムーン MP 様の追加募集に関して：
96 名のファーストムーン MP 様にも、結婚、出産、離婚、その他、人生での様々な環境の変化が
起こると思いますので、追加募集は時期を見て行う予定です。

付属 ～ MP カード保証制度
初期投資を抑えてのセラピストの独立支援を可能にするため、MP カードには「防水加工」が施さ
れていません。専門的な印刷用紙＆防水加工を施そうとすると、一回ごとにまとまった枚数での
制作が必要になります。 例） 82 枚×1,000 セットのような単位でのプリント加工が必要となり、アルスノ
トリアは常時在庫を抱える事になり、結果として皆様にご提供する費用がグンと高くなってしまいます。

これでは、「女性の皆様へ少ない資金での独立チャンスを！」という、
アルスノトリア の趣旨に反する事からも、カードの防水加工はしない事にしました。
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されど、
「うっかり、ジュースをこぼしてしまった・・・。」
「お客様がカードを濡らされたので、弁償して下さいとは言いにくい・・・。」
などなどのケースが起こるのも、長い人生では仕方の無いことだと思います。
★ファーストムーン様については、年間保証料金 2,400 円（1 ヶ月当り 200 円）で、
年間計 60 枚を上限に「水濡れ保証」をさせていただきます。
例） 保証適用日－2016 年 11 月 19 日の場合、以下パターンが OK となります。
・2017 年 2 月に 82 枚のうち、20 枚を濡らしてしまった
～20 枚をプリントして、発送させていただきます。※送料はご負担下さい
・2017 年 11 月 18 日に 82 枚のうち、40 枚を濡らしてしまい、19 日に保証を申請した。
～40 枚をプリントして、発送させていただきます。※送料はご負担下さい

─────────────────────────────────
「素直な感情」からの発展 ～ MP セラピー
http://mptherapy.jp/
E-mail coach@mptherapy.jp
─────────────────────────────────
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