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社外秘



社外秘

フォト美顔ができない⼈
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ü ⽇焼けをしている⼈
ü  2週間以内に海・プール・川などで泳いだ⼈＆泳ぐ予定のある⼈
ü 照射後に体内に蓄熱する為、アトピー性⽪膚炎など痒みの出やすい⼈
ü 光過敏症・紫外線アレルギーなどの光や熱に拒否反応を⽰す⼈
ü ⼼臓ペースメーカーを使⽤している⼈
ü 病気で通院中の⼈、または体調の悪い⼈
ü 薬を服⽤している⼈、または使⽤している⼈
ü てんかんの既往のある⼈
ü ⽪膚疾患のある⼈
ü ネグロイド（⿊⾊⼈種〉
ü ケミカルピーリング（AHA）、トレチノイン、トレチノイントコフェリ

ルを使⽤中の⼈（約3週間あける）
ü ケロイド体質の⼈
ü 妊娠中、または妊娠の司能性がある⼈
ü 前回の顔の美容ライト脱⽑トリートメントより、2週間以上期聞が空い

ていない⼈
ü 前回のフォトトリートメントより、2週間以上期聞が空いていない⼈

・⼈によっては、⾚みや痒みを⽣じる揚合があります。掻いてしまうと雑菌が⼊って化膿したり、 
 傷跡が残る可能性がありますので、掻かないようにして下さい。
・痒みが我慢できない揚合は、冷タオルなどで冷やして下さい。
・お⼿⼊れ後は乾燥や⾚みの予防をする為に、保湿剤を使⽤して下さい。
・外出時には、必ず⽇焼け対策をして下さい。

•  粘膜（唇、⿐の⽳） 
•  ⽪膚感染症（イボ、へルペスなど）
•  美容整形（異物が⼊っている部分〉
•  外科⼿術等の部分
•  ⻭の矯正をしている部分（インプラ

ント含む）
•  ⽬の周り、眉⽑
•  頭部
•  ⽪膚疾患

トリートメントが出来ない部分

サージカルテープやホワイトシールで
カバーしてからトリートメントを⾏なう部位

•  ⾎管腫
•  傷
•  アザ
•  刺⻘、タトゥ
•  ほくろ

注意
事項
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フォト美顔のカウンセリングの流れ
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v  フェイシャル⼒ウンセリングシートに沿って確認をする。
ü  健康⾯について（病気・薬など）詳しく聞く。

通院中の⽅や薬を使⽤している⽅については、お医者様に確認が必要。
ü  肌状態について（トラブル・アレルギー・乾燥など）詳しく聞く。

光アレルギーの⽅や⽪虜疾患のある⽅は、トリートメントを受けられない。
乾燥している揚合もトリートメントを受けられない。
アザ・ホクロ・肝斑・⽪膚疾患の部分は照射出来ない。
（⽩いサージ⼒ルテープ等で保護）

ü  『トリートメント前の確認事項チェック表』にて確認。
ü  エステの経験について（フォトの経験やコース内容など）詳しく聞く。

ケミカルピーリング・トレチノインの使⽤をされている⽅は3週間は照射出来ない。

v  トリートメン⼘の説明をする。
ü  料⾦について、誤解のないように説明をする。
ü  トリートメントの内容を説明する。
ü  トリートメント後の注意事項の説明をする。

保湿・紫外線カットをする。
刺激の強い化粧品は使⽤しない。
細胞が⽣まれ変わる時に必ず⽔が必要なので、⽔分を多めに取る様に伝える。

 
v  トラブルの部分の確認

ü  シミ・シワ・タルミ・ニキビ・⼆キビ跡・⾚ら顔・クスミ等
細かくチェックを⾏い、写真で残す。

ü  トラブルの原因を尋ねる。
ホームケア・⽇焼け経験・過去の病歴・妊娠等

ü  ⼀度のトリートメントで完全に緒麗になる訳ではない事を必ず伝える。
ü  シミは⼀度濃くなり浮き上がってくる揚合がある。
ü  ニキビは、こもっていた物が、⼀時的に出る揚合がある。

①カウンセリング
シート記⼊

②カウンセリング

(所要時間：30分)
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フォト美顔トリートメントの流れ
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事前の
カウンセリング

トリートメント

トリートメント後の
クロージング

•  1Jからはじめ、有効現象（わずかな⾚み／少々熱く感じ
る）が表れるまで場所を変えながら1Jずつ上げていく。

•  同じ箇所への2度打ちは⾏わない。

1回⽬ 2回⽬ 3回⽬ 4回⽬ 5回⽬ 6回⽬

3Jまで 4Jまで 5Jまで 6Jまで 7Jまで 8Jまで

※トリートメントは2週間間隔で⾏うのが理想です。

•  前回のトリートメント後の肌の状態を確認して、レベ
ル設定を⾏ってください。

•  ⾚みやひりつき等がでた場合は、レベルを下げて⾏っ
て下さい。

所要時間:30分

60分

30分

①クレンジング

②洗顔

③シェービングの確認
（剃り残しがないか）

⑤⽬元をアイパッチ＋コットン
+ゴーグルで保護する

④精製⽔にてふき取り

⑥照射

⑦冷感パック（10分）

⑧保湿美容液塗布

⑨仕上げ

レベル設定

注意事項
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トリートメント前の確認事項チェック表
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ü ⽇焼けをしていませんか？
ü 薬を服⽤されていないですか？
ü 体調は良いですか？
ü 肌トラブルはありませんか？
ü 前回のトリートメント後、特に気に

なったことはありませんか？
ü 現在、⽣理中ですか？
ü 妊娠、もしくは妊娠の可能性はあり

ませんか？

毎回のトリートメント時にご使⽤下さい。

回数 ⽇付 サイン 担当サイン 備考

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
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①⽩⾊のターバンをする
※髪の⽑、もみあげ等出ていないか確認
髪の⽑、もみあげ等を照射した場合、肌トラブルを起こ
す危険性があるため、髪の⽑をしっかりと保護をする

照射準備
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⽩⾊のターバン  シェーバー, クレンジング剤
洗顔料  精製⽔ アイパッチ ゴーグル
⽩⾊のシール サージカルテープ 保冷剤
基礎化粧品 など

準備するもの

②クレンジンゲ・洗顔をする

③シェービング（剃り残し）の確認

④精製⽔にて拭き取り

⑤ホク⼝・肝斑・アザ等はサージカルテープまたは
⽩⾊のシールを貼る

⑥アイパッチをし、湿らせたコットンを⽬元にのせ、
その上からゴーグルをする

※眉⽑、まつ⽑等出ていないか確認
照射の際は、眉⽑から最低5mmは離す



社外秘

照射
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顔を左側へ少し傾けてもらう
フェイスラインをさけ、上にひきあげ
1）⽿下腺を必ず照射
2-3）フェイスラインをさけ、上にひきあ
げながら平らなところで照射

4-6）筋⾁に沿って、上⽅へひきあげなが
ら照射

※6は唇に照射しないように注意する

7-9）頬⾻のデコボコを⼊れ込まないよう
に、外側へひきあげながら照射

10-11）頬⾻のデコボコを⼊れ込まないよ
うに、外側へひきあげながら照射

右側①〜③と同様 12-14）アゴをあげていただき、平らにし
て照射  
15-18）下唇を噛んでいただき、平らにし
て照射 ※唇は精製⽔を含ませたコットン
で保護し、照射しないように注意

19-20）上唇を噛んでいただき、必ずコッ
トンをのせて照射
21-23）⿐を⼊れ込まないよう注意
※唇は精製⽔を含ませたコットンで保護し、
照射しないように注意

24-26）額は⻑めに冷やして照射
 ※眉⽑、前髪に注意（充分に離す）
 ※ゴーグルはしたまま
27-28）こめかみはゴーグルのゴムをはずす
※左⼿で⽬を保護して照射
 

① ②

⑤ ⑥

③ ④

⑦ ⑧
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