婚活サロン メンタリズムＤＥブライダル
〒107-0062 東京都港区南青山 3-13-2 山川ビル２階、３階
御問合わせ：03-5413-3893 （何時でもお電話ください！）
ＬＩＮＥ＠のお登録で、超お得な情報を配信します！
（登録はホームページよりお願いいたします）
当サロンのテーマは～初恋～
メンタリズムＤＥブライダルは、テレビ出演経験多数のプロの心理カンセラーが運営する
ネット検索以外に①パーティー、合コンセッティング、②プロの心理カウンセラーによる。
大好きな人を操る心理学セミナー

③メンタリズムカウンセリング（デートやお相手の発

展シュミレーションのプランニングと指導）の３つの特典がある。新しいタイプのブライ
ダルサロンでございます。
どんなタイプの人がメンタリズムＤＥブラダルに合っているの？？
それは、今までに出会いから友達以上になかなか発展しない、、、

交際しても短期間でお付き合いが終わってしまう、、

他の相談所に登録したが、半年以上を経過しても真剣交際に発展した相手が見つかっていないとお悩みの方に
御好評をいただいております！！
通常の結婚相談所は、より多くの出会いの場を設ける事だけに集中してしまい、その後の展開や出会いを成就させるテ
クニックの解説を怠りがちなのに対し、当サロンは出会ってからが婚活のスタートだと言う、婚活のフォローの気持ち
を忘れない、婚活の駆け込み寺の様な存在を心がけております

昔経験したあなたしか知らない淡い思い出を今日思い出して欲しい。そんな初恋をした時の様な思いで、
婚活ができるサロンでございます

プラン料金解説
★プレミアプラン

（おすすめプラン！！）

セミナーもパーティーや合コンセッティングもお手頃にこなせるプラン。

★★普通に出会いだけを求める方向け
入 会 金 20000 円 ＋ 登 録 料 30000 円

月 額 会 費 9800( 税 抜 )

お 見 合 い セ ッ テ ィ ン グ 料 4500 円

成婚料金 200000 円
注意：お見合いは申し込みの数ではなく、実際にお会いした数のみカウントされます
●プレミアプランでの恋愛に役立つワークショップ、魅惑術など１０回以上のセミナーを２セット受講で
成婚料が無料（免除）になります
●１回ごとにセミナーを受講される場合は、恋愛に役立つメンタリズム、魅惑術の受講が１０％割引にな
ります

セミナーカウンセリングプラン
恋愛のセミナーやマジック、メンタリズムでコミニュニケーション力を向上させながら、恋愛を成就させるプラン
デートの店選びから会話、進行のプランニングまでをメンタリストが行ってくれるお任せプランです。
★★お仕事が忙しく、色々と考えている暇がない人やシャイな方におすすめのプランです
入会金 20000 円＋登録料 30000 円

月額会費 29800(税抜) お見合い数の制限無（毎月）、成婚料 200000 円

その他に下記のメンタリズムセミナーやマジック教室が無料で受けられます
●セミナーカウンセリングプランで無料になる恋愛に役立つワークショップ、セミナーは
恋愛に役立つメンタリズム エッセンシャルコース 15 回（通常価格 13 万円）
恋愛に役立つメンタリズム アドバンスコース 15 回
恋愛に役立つマジック教室 週１回

１５回程度

１回

7800 円）

（通常価格１回

7800 円）

開催 （通常価格

メンタリズム魅惑術１ＤＡＹセミナー 各種
メンタリスト養成講座

（通常価格２０万円）

（通常価格 20 万円）

☆セミナー内容の詳しい説明は青山メンタリズムスクールのホームページをお覧ください
青山メンタリズムスクール→http://mentalism-school.com/
上記のスキルアップセミナーの他にメンタリズムカウンセリング（通常価格９８００円）が月に３回まで受けられます
その他の外部講師セミナーは 20％ＯＦＦ

☆セミナーカウンセリングプランを１４回継続で成婚料が無料（免除）になります

合コン企画、マジックバー御利用プラン
提携の飲食店をお得に御利用しながら、婚活や合コンが出来てしまう欲張りなプランです！！
★★ネットで検索するより、まずは会ってから選びたい派の方におすすめ！！
婚活会員以外の合コンのセッティングも無料で企画をさせていただきます
さらに、交際中のデートでマジックバーを格安で御利用できるのが、このプランの嬉しいところです！
さらに、さらに特典として、早い時間帯のＢＡＲは相席タイムを企画しておりますので、ここでも良い出
会いが期待できます！
入会金 20000 円＋登録料 30000 円

月額会費 29800(税抜) お見合い 1 回

4500 円、成婚料 200000 円

（下記のサービスが無料で受けられます！）

☆マジックバー

クレア

表参道

１７時半～開催のマジックショーが御利用できます

http://www.crea-magic.net/ リンクさせてください
（日程により、他の時間帯になる場合もございますので、お了承ください）
メニュー（マジックショー＋ワンドリンク

）通常 7000 円

（平日プランか週末プランのいずれかを選択してください）
●平日プラン

月、火、水、木

●週末プラン

金、土

さらに！合コンのセッティング依頼の手数料が無料になります！もちろん、クレアＭＡＧＩＣでの合コン
も喜んで承ります（原則

女性のお飲食代は男性の負担とさせていただきます）

●プラン継続１４回以上か１０回以上のセミナーを２講座受けていただくと成婚料が無料（免除）になります

格安プラン
とにかく、コストを抑えて、婚活をしたい方におすすめ！！
他のプランからコストを抑えたプラン変更をお考えの方にもおすすめ！
入会金（新規のみ）20000 円＋登録料（新規のみ）30000 円

月額会費 5800 お見合い 1 回

4500 円

成婚料 200000 円
●特別プランやイベントで入会された場合もこのプランでの入会金や登録料はかかりません
●格安プランからの婚活システムのお申込みはできません

全てこちらからの御紹介のみとさせていただきます。

●格安プランでのＩＢＪ主催のパーティーの参加や弊社主催の合コン企画の参加は可能となります
●格安プランでの恋愛に役立つワークショップ、魅惑術など１０回以上のセミナーを２セット受講で成婚
料が無料（免除）になります
★５０代、６０代からのおすすめブラン（５０歳以上の方限定 特別プラン）
若い人に交りながら、パーティーや合コンに参加をして理想のお相手を探すのも御年を重ねると
難しい事です。そこで、ネット検索やお相手選びまでを心理カウンセラーが完全フォローしてくれるプランを御用意い
たしました。
もちろん、デートの店選びから会話、進行のプランニングまでをメンタリストが行ってくれる。メンタリズムカウンセ
リングも料金内に含まれております。
さらに、２０代、３０代の方とは違い、
（数を打って、誰か当たれば！？）と言う事が非常に難しいので、ひとつひとつ
の出会いを大切に確実に実らせていただきたいと考え、成婚料を排除いたしました。
★★お仕事が忙しい、活発に行動ができない少し、御年を重ねられた方におすすめのプランです
【料金】
入会金 20000 円＋登録料 30000 円

月額会費 29800(税抜) お見合い数の制限無（毎月）、成婚料 0 円

【オプション】
●メンタリズムカウンセリングは

月５回：無料

●御紹介、セッティングも無料（お見合い時の飲食代は別途で発生いたします）

●恋愛に役立つメンタリズム、 恋愛に役立つマジック教室 週１回 開催、 メンタリズム魅惑術１ＤＡＹセミナー
メンタリスト養成講座

１５回程度

☆セミナー内容の詳しい説明は青山メンタリズムスクールのホームページをお覧ください
青山メンタリズムスクール→http://mentalism-school.com

休会について（休会プラン）
一度、入会されたお客様が対象となります
メンタリズムＤＥブライダルの特典として、休会中でも自社会員の御紹介は可能となります。
また、自社開催のパーティーや合コン企画への参加も可能となっております
月会費：2900 円

お見合い１回（申し込み場合のみ）：4500 円（御申し受けの場合は無料にて）

（再登録の場合の入会金と登録料が無料となります）

☆月会費

年間

一括払い（29000 円）

上記に記載の金額は全て税抜金額となっております

☆御入会には審査があり、独身者限定で身分書や必要に応じて証明書の発行が必要となります

メンタリズム DE ブライダルの

おすすめプラン！！

男女ともにリーズナブルにイケメン、美人になって婚活を成功させたいと言う
お客様の声にお応えしました！！
大手ネイル店の施術が無料になります！さらに国家資格

柔道整復師や整体師による

本格的な施術が受けられるプランを充実させました！！
小顔改善療法、骨盤ダイエット、美脚矯正など、体バランスを整えて、無理なく安心して、

理想の体型を手に入れながら、婚活を成功させるプランでございます

男女ともにご利用可能でございます！！
☆大手ネ
ネイルサロン

キャンアイ

ドレッシー 表参道店と
とコラボレーション！！

プレミアプランと恋愛に役立つメンタリズム
ＶＩＰプランで活動しているお客限定

本コース、セミナーカウンセリングプラン

（他のサービスとの併用はできません）

ネイルサービス内容
★１色カラージェル
★カラーグラデーションジェル
いずれかひとつのメニューが

無料でネ
ネイル施
施術をお受けいただけます！（月に１回
回）
小顔、骨盤ダイエット、美脚のメニューは全て、ＩＢＪや自社会員の御紹介を含む、
婚活サービスが２ヶ月間無料となります。(入会金、登録料は無料でお見合いは無制限です)
さらにこのプランを選択いただいた場合は入会金＋登録料も無料となり、３ヵ月目からは
プレミアプラン（月額 9800 円、お見合い料 4500 円）で婚活の継続も可能です。
継続の場合でも新たに入会金や登録料を支払う必要は一切ございません。

★さらに、小顔リンパドレナージュ、フェイシャルメニューもございます
料金：1
128000 円～（1
12 回程度）（婚活 お見合い無制限 ２ヶ月無料サービス付）

☆小顔改善療法プ
プラン
50～60 分程度 16 回

★表参道

128000 円（婚活 お見合い無制限 ２ヶ月無料サービス付）

本店限定！ 小顔改善療法プラン特別価格

→
（施術前）

96000 円★

（１回目の施術でこの効果！！）
（施術後）

☆骨盤ダイエットプラン
50 分程度

16 回

128000 円（婚活 お見合い無制限 ２ヶ月無料サービス付）

→
（施術前）

（１回施術でこの効果！！）
(施術後)

☆美脚矯正プラン（Ｏ脚、Ｘ脚改善）
5０分程度 16 回

128000 円（婚活 お見合い無制限 ２ヶ月無料サービス付）

