PRO

導入事例

業界最高水準のマシンでお客様の口コミが上がるサロンへ。

PEGASUS PRO 全国初導入!

美白&美肌脱毛サロン様でのご導入

鹿児島県「ヘアーマーケットファイン」平田様

福島県「美白&美肌脱毛サロン かのん」菅原様

鹿児島市で美容院を経営されている平田さまに、
PEGASUS PRO第1号機をご導入いただきました。

郡山駅近のフェイシャル美白・美肌脱毛専門サロン
かのん様にご採用いただきました。

信頼をおける方に紹介され、導入を決めました。導
入後は、効果も早く出ており、安心して使用していま
す。何よりお客様に喜んでいただけているのでそれ
が１番！毎日PEGASUS PROのご予約をいただいて
います。(オーナー様談)

最新型の美容機を探していました！

単発式の脱毛機を導入されていましたが、
全身美白
機能と高周波
（RF）
搭載の当機器で、
全身脱毛をより
しっかりスピーディに行いたいとのことでご採用いた
だきました。
全身美白メニューも、
小顔フェイシャルも
と、
美容メニューをさらに広げていかれる計画です。

光美容機で本格ブライダルサロンへ

神奈川県「せせらぎ エステサロン」木下様

富山県「Jewel」坂井様

相模大野駅近でエステサロンを経営されている木下様に
ご採用いただきました。

富山市内にてブライダルサロンを開業された坂井様に
ご採用いただきました。

最新型の脱毛機の導入を検討しており、
他導入サロンさん
の評判が良かったので決めました！導入後は、
脱毛時の痛
みも感じず、
とにかく早い、
そして効果もしっかり出ている
ので喜びの声を多くいただいています。
(オーナー様談)

効果を実感いただいており、
お客様の満足度が高く施術
もスピーディーに行えます。
来店する度に目に見えて
「毛
が薄くなる」
との声をいただいています。
(オーナー様談)

2年間検討をし導入を決めました！
静岡県「COSMOSS」
水口様
自宅サロンを経営されている水口様にご採用いただきました。
取材内容を原文のまま掲載させていただきます。

サロンオープンから約3年、
ワックス脱毛もメニューに取り入れていて、いつかは光脱毛も導入した
いと オープン当初から考えておりました。
まだ、
サロンオープンから1年弱の時、富士美容機さんの
ペガサスプロの脱毛機を知り、約2年間他社さんの脱毛機も色々勉強し、2年越しに富士美容機さ
んにご連絡したところ、
とても丁寧な対応、
そして親身になって対応して下さり、実際に富士美容機
さんへ伺い、お話しを聞き、脱毛機の体感をし、
ペガサスプロを導入しようと決めました。
私はフェイシャルにも力を入れていますので、脱毛だけではなく、
フェイシャルにも特化した製品だ
ったのも大きな決めてです！
そして、ハイブリッド脱毛だからこそ、
ワックス脱毛との併用も出来るという所も大きな決めてです
お客様にも不快な思いをさせる事なく、連写でも出力が落ちない為、
とてもスピーディーに施術が
可能です！速い！痛くない！なのにしっかり効果がある！！脱毛しながらお肌も綺麗になるといういい
所しかありません。
今まで光脱毛やレーザー脱毛を経験されたお客様からも
『全然痛くないです！』
『こんなにスピー
ディーに脱毛ができるんですね！！』
『1回しかやってないのに、毛が全然生えてこない！！すごい！！』
などと嬉しいお声を頂いております。

神奈川県
Beaut y salon CANDY
高橋様

千葉県
ウ サミ美 容 室 宇 佐 見 様

鈴岡県
Ruby Smile 鈴木様

福岡県
Briller 中下様

成功の鍵は、
PEGASUS PROでした。

PEGASUS PROへアップグレード！

メンズ脱毛サロンを開業！

沖縄県「脱毛サロン Pika」高江洲様

富山県「NON PLEX」田辺様

旧型ペガサスからアップグレードされました。
取材内容を原文のまま掲載させていただきます。

富山市でメンズ脱毛サロンを開業された田辺様に
ご採用いただきました。

以前の旧ペガサスも満足でしたが、
さらにフェイシャルや
全身美白美容の機能が増えると聞いてグレードアップして
頂きました。
最初は旧ペガサスと比べて操作方法などが違うので戸惑
いましたが、
すぐに慣れました♪冷却機能が格段に上がり
連射なども今まで以上に安心して施術できました！
お客様から、
『以前よりとても抜けた！生えるのが遅くなっ
た！』
など、
沢山の嬉しいお言葉を頂戴しております！今ま
で何種類かの脱毛機を見てきましたが、
やっぱり富士美容
機さんの機械はとても安心して大切なお客様に施術する
事ができます！ペガサスPROに変えてからは遠方からのご
新規のお客様も増えました！

口コミが良かったこと、
他機器との比較の説明がわか
りやすく導入を決めました。
実際使用してみると操作
が簡単でわかりやすかったです。
「痛くない」
「早い！」
とお客様のお声をいただいています。
(オーナー様談)

効果がすぐわかる所に感動！

美容脱毛サロンを開業！

東京都「プライベートサロン オハナ」高津様

埼玉県「美容脱毛and up」小島様

葛飾区でプライベートサロンを経営されている高津様に
ご採用いただきました。

戸田公園駅近で美容脱毛サロンを開業された、
小島様にご採用いただきました。

脱毛、
フェイシャルどちらも出来る複合機を探していまし
た。
実際に体験させていただき、
効果がすぐわかる所に
感動し導入を決めました‼1人でサロンをする中で売り
上げを上げたいのもあり、
この機械なら絶対お客様に
喜んで通って頂けると確信を持てました！
脱毛はもちろん‼美肌効果が高く、
本当にビフォーアフ
ターが楽しくて仕方ないです‼
キッズ脱毛、
メンズヒゲ脱毛も人気があり、
皆さんの脱毛
は痛い、
時間がかかるのイメージがこんな早くて、
すぐに
綺麗になるなんて本当凄い‼と沢山感動の声をいただ
けて、
私もとても嬉しく、
毎日楽しくサロン業務をしていま
す。
(オーナー様談/原文まま)

痛くない(SHR)脱毛機を探していてペガサスに出会い
ました。
冷却装置がしっかりしていて連続照射をしても
出力を保てるというところに惹かれました。
往復照射が
必要なく、
ワンショットのコストパフォーマンスが良かっ
たのも理由の一つです。
痛みを感じやすいVIOも、
じんわりあたたかいくらいで
ちゃんと効果があると言われて試したら、
本当に10日で
抜け落ちてきて驚きました！電源を入れてからヘッドの
冷却も素早いので施術が助かります。
(オーナー様談)

何よりも嬉しい、
笑顔の
「ありがとう」
静岡県「Beauty salon INANNA」滝波様
プライベートサロンを新規開業された滝波様にご採用いただきました。
取材内容を一部抜粋し掲載させていただきます。

私はトラウマからビューティーサロンを経営することにし
たんです。眉毛が繋がってた小学生の頃、脇毛をそっても
青くて、手を挙げられない中学生の頃、
ニキビだらけの思
春期、お化粧を落とさないで寝てた20代…。
そんなコンプ
レックスを自信に変えたいと脱毛だけじゃだめ、
ニキビ跡
も、開いた毛穴も全てを改善できるものを‥そして、最高
水準のものなら何とかできるのでわとネットでひたすら下
調べをし富士美容機さんをみつけました。
とどめは、名前です！生まれかわりたい自分にはペガサス
って名前が、響いたんです。
イメージが膨らみました。
コンプレックスを自信にかえて、
空を飛ぶペガサスのようにと！！
お客様からは、
「痛くない！」
「白くなった」
「毛穴が消えた」
など、沢山の声が届きます。
そして私のような悩みをもった学生の子が、笑顔でありが
とうと。何よりも嬉しいです。

PEGSUS PROは2019年1月の発売以降、
たくさんのサロン様・お客様の笑顔をいただいております。
掲載・取材協力をいただいたサロン様、
ありがとうございます。
千葉県
White Ray 醍醐様

沖縄県
脱 毛 サロン 松 本 様

東京都
ティアド ロップ 赤 塚 店 様

エステ業界において今現在、高速／無痛／美肌／といったうたい文句がある中、私自
身色々試し、結局どこかかけていたりと、全てが揃う脱毛機とゆうのは中々出会えず、
で
も、
どうせ導入するなら全てが揃う最高級マシーン！を探してました。
そんな時にペガサ
スプロに出会い、実際にデモを受け、お客様の肌質、部位に対して細かく出力を変えれ
る所やフィルター別に肌の悩み解消できるとこ。
そして4ハンドルの必須機能付きな所
に一目惚れしました。

導入するなら全てが揃う高級機を！
宮崎県「Diamond Riliy Nail」河野様
宮崎市でネイルサロンを経営されている河野様にご採用いただきました。
取材内容を原文のまま掲載させていただきます。

とにかく、
マイナス20度といった目に見える氷結具合が凄く、お客様を安心させられ無
痛な所。
そして部位によっては、単発、広い面に関しては、高速でスピーディに打ち込め
る。
とっても扱いやすい機器だなぁと思いました。
脱毛初めての方も、経験者の方も、
「え、今打ってるんですか？痛くない！早すぎる」
「一回
照射しただけなのに、既に肌がすべすべに感じます」
「効果がすごくて人に紹介したく
なっちゃいます」
「無痛すぎて、効果があるのかなと思ったけど、
ちゃんと3週間後にばっ
ちり抜けました！すごいです！」
「髭脱毛に今まで色んな所に通ったけれど、
こんなに痛みのないところは初めてです。
前まで電動シェーバーがすぐに電池切れになっていたのに、実際に毛が少なくなり電池
があまります、、」
といったお声をいただいています♩♩

何より効果実感が素晴らしい！
東京都「脱毛サロン NOeL」漆原様
西東京市で自宅サロンを新規開業された漆原様にご採用いただきました。
取材内容を原文のまま掲載させていただきます。

高速脱毛であること、Eライトフェイシャルができることに加えて、
ア
イスRFやボディにもたくさんの機能や応用ができることが決手でし
た。
脱毛の施術をしながら、感じていた、お尻や脇の黒ずみなど、脱毛
を卒業した後まで、お客様とお付き合いできるマシンだと感じ、導入
を決定させて頂きました。
高速脱毛によって、回転率が大きく変わることは、他社メーカーを使
用して、充分に実感していましたが、効果実感にはいまいち物足り
なさを感じていました。
PEGASUSは毛質や肌質などお客様に合ったカスタムができ、何よ
り効果実感が素晴らしいです。
脱毛施術をお受け頂いたお客様からは嬉しい効果実感のお声をい
ただきました。
「今までなくならなかった産毛にも効果があったのでスゴイ！」
という
、お声やEライトフェイシャルで「フェイスラインがシャープになって
嬉しい！」
とのお声を頂いております。

▶

導入店様のメリット

高い顧客満足度と集客率UP

売上回転率UP

利益率UP

顧客単価UP

圧倒的な脱毛効果とストレスのない無痛脱毛で
お客様の満足度に繋がります。

高速脱毛だから一人あたりの施術が短時間で終了。

消耗品が業界最安値。
しっかり利益が残ります。

ハイレベルのサービスで価格競争に巻き込まれません。

業界最安値の低コストにより、導入店様の利益を更に増やします。
「ランプ消耗品」
をいかに安く抑えるかは機械選定の重要なポイント。
ラ
ンニングコストを最安に抑えるべくペガサスPROは１ショット0.15円、全

また、
ペガサス PROは水フィルターを内蔵している為ランプは１ハンドル
につき、およそ100万ショットまでご使用いただけます。

身脱毛1人あたりの費用はおよそ380円ほど。
また施術スピードが早くな

100万ショット使用まで、全身脱毛を施術できる人数は、約400人ほど。
ラ

ることで、施術に使用するベッド、
人件費などの間接的にかかるコストも

ンプ交換コストを差し引いても十分に利益が残ります。

削減できます。
全身脱毛に必要なショット数 2,500 ショット ( 目安 )

※

ランプ交換まで全身脱毛およそ４００人施術可能

▼全身脱毛お一人様１時間の売上▼

▼全身脱毛お一人様あたりの単価２万円とした場合▼

利益￥１５，０００～

利益８００万円

お一人様あたりのランプコスト 約 380 円

ランプ交換コスト 15 万円 ( 税別 )

※お客様の体格・体形により差はあります。

ご 購 入・ご 相 談 窓 口
光美容機に求められる全てを１台で

株 式会社富士美 容 機
ご質問・お見積り・納期確認

PRO

お気軽にお電話ください。

0120-423-111

