
V.O.S Q&A



Q .施術をすると、口の周りに水泡ができることがあります

A .酷く疲れているときにヘルペスができやすい人に起こる症状です。
VOSは新陳代謝を早めます。代謝率が増加し28日の角質脱落周期を短時間（72～120時間）内に短縮する
ことになります。細胞再生が円滑になり針の反応に対して肌は一種のストレスと認識します、免疫機能が
低下し神経末端に潜状しているヘルペスウイルスが活性化されます。施術後ヘルペスウイルスは神経に添
って肌に拡散し、特に唇の周りと顎のラインに水泡として現れます。普段から熱、日光、情緒的ストレス、
過労、生理時によく発生する人はVOS施術時にも発生しやすいです。

■時間がたつと（休息）自然となくなります。

Q．施術後、水泡やかさぶたができた時はどのように対処しますか

A．施術が過度な時にでる症状です。皮膚の保護層が過度な刺激を受けた時皮膚自ら作り出だす保護手段です。
細胞再生が円滑になり基底層では新しい角質形成細胞が再生が起こり角化過程に加速し上層部では自然に角
質脱落を誘導します。しかし、強い圧力と摩擦で長時間施術すると、代謝率が低い人の場合、新しい細胞が
再生する前に組織間液が浸透することで炎症性水泡が発生します。

■その部分に細菌感染や他の二次的損傷を防ぐ為に、傷の部分に肉芽が早く浸かるようにV3を塗って保護します。
肌を保護するためにできた水泡やかさぶたを故意に脱落させると、メラニンを合成したり二次
細菌感染になる可能性があるので注意しましょう。

Q. 施術後、肌が赤くなることがある理由は

A．血流量が増加するからです。細胞の繁殖が活性化するためには、細胞呼吸に必要な酸素と栄養分を充分に供
給しなければなりません。そのために血流量が増加します。従って肌の毛細血管に供給された血液量が普段よ
り多くなるので赤くなります。

■時間が経つと血流量が一定すると、数分から数時間以内に（個人差あり）赤みはなくなります。鎮静マスクを
20分ほどすれば落ち着きます。自然な症状なので問題ありません。
飲酒や運動は避けたほうがいいです。

Q．施術後、腫れてヒリヒリする時の原因は

A．一時的な現象です。細胞再生をするために細胞呼吸が円滑になり、それに必要な酸素と栄養分が必要になり
ます。この時、毛細血管の透過性が増加し、血管内から体液が抜け出し組織内にたまります。そのため局所的
に腫れたようになります。ひりつくのはVOSアンプルが皮膚内に浸透し刺激をしているからです。

■時間経過で血流量が落ち着き、体液の濃度が均一になると腫れはひきます。ひりつきも48時間ほど経つとなく
なります。これは針が排出されるからです。

Q. 施術後、腫れを引き起こしやすい疾患は

A.以下の疾患をお持ちの方は症状がでやすいです。
1、肝臓疾患 ２、心臓疾患 ３、腎臓疾患 ４、糖尿病初期 ５、甲状腺機能低下症
６、脳下垂体疾患 このような疾患をお持ちの方は十分に相談されてから施術をおこなう。

■健康状態をヒヤリングし、利尿剤を処方して先に飲んでもらうのもいいです。※医師に相談をおすすめします。

Q. VOS以降、肌が暗く感じるのは

A．脱落する角質層の角質細胞の量が違うからです。施術後に落ちる角質細胞によって皮膚表面は死細胞になり
ます。角質細胞の脱落過程で角質細胞内の層板顆粒が増加し、死細胞は暗い色になる。3日～5日以降、角質
細胞が脱落してから、基底層で新たに再生された皮膚細胞は元々の肌色になります。従って肌が良くなるまで
一定の周期が必要で肌の各部分によつて除去される角層の数がちがうため、肌色が暗く見えます。

■角質脱落後、VOSバイアルを使用すると、早い時間でキレイで明るい肌になります。



Q．乾燥してかゆい原因は

A．径表皮水分損失のためです。施術後、皮膚壁を形成する角質細胞間の脂質の多重層と角質細胞の分裂が発症
し水分保有能力が減少するからです。径表皮水分損失が増すと、肌の乾燥症が誘発され痒みが発症します。特
にアレルギー性疾患の方や循環器系の疾患をお持ちの方に出やすい症状です。

■かゆみがひどい時はアレルギー薬を飲むことで症状を抑えることができます。ソリューションを使用します。

Q.施術後、皮膚表面が割れたようになるのは

A．自然な症状です。径表皮の水分損失が増え、角質細胞の間に解離がおこり、角質に空気が含まれ白く立ち上
がります。施術後48時間が経過すると皮膚細胞の剥離がおきます。口周りから頬、鼻、額、全体に広がります。
表皮基底層で新しい細胞が再生され角質細胞を押し上げながら角質細胞が脱落する自然現象です。

■肌老化が進んだ皮膚や特異体質は角質脱落が起こらないこともありますが、効果は有効で2～3回施術をすると
角質脱落がおこり、より効果がわかります。

Q．色素沈着はおこりますか

A. 施術者が過度に入れ込みを行った場合やお客様がホームケアの際に、注意事項を守らなった場合発生するこ
とがあります。施術者は皮膚が薄い部分に強い圧力で時間を長くかけ、無理な刺激を与えた時に肌に損傷を
与えたり炎症反応を起こすことがあります。炎症後に色素沈着は起こりやすいです。ほとんどの場合が6ヶ
月ほどで消える傾向が多いですが、中には持続的に残ってしまう場合もあります。
顔を目安に10分以内で入れ込み、乾いた状態で入れ込まないこと。色素沈着になる可能性があります。
お客様のケアの問題の場合、施術後に紫外線に長時間あたったり、熱や物理的な圧力を与えた場合になりま
す。剥がれた角質細胞によって皮膚は保護膜の機能が低下しています。肌壁の保護機能が一時的に喪失した
状態で外部から刺激を受けると、肌は皮膚を保護するためにメラニンを色素を合成します。それが色素沈着
の原因になります。

■施術時の皮膚の乾きと圧力に注意。ホームケア製品を角質脱落後にも持続的に使用していただく。

Q. 色素沈着になった場合はどう対処すればいい

A.・無刺激のクレンジングで洗顔後、ホワイトニング（美白効果）で集中ケアをする
・ホワイトニング後に朝、夜に再生クリームを十分に塗る
・週に2回ほどのご来店頂きホワイトニングのケアを行います。2週間ほどで色素沈着を緩和することができま
す。

■再生効果、美白効果のあるものをサロンケア、ホームケアで推奨してください。

Q. 施術後に額や頬にボコボコしたものが出てきます

A 毒素排出によるものです。皮膚の中に潜んでいる老廃物が抜け出るにつれて起きます。再生後の２～４週間
ほどで自然に消えます。

■２～３回目の施術を受けたころには毒素が全て排出されできなくなってきます。

Q. 首のシワ改善のために施術したが痒みがでた

A．首は他の部位に比べると、表皮が薄く、真皮が厚く赤みが長く、痒みがもっと長く伴うこともあります。
VOSの痒みは皮膚内自己免疫反応の一種です。

■掻いてしまうと色素沈着をおこす可能性があるため、コットン素材の服を着用し、鎮静マスクをし、BBク
リームを塗ります。痒みがひどい時は抗アレルギー（ジルテックなど）を服用するのも対処方法です。
※掻く動作を抑え色素沈着を防ぐ目的です。



Q. 施術後、肌再生期間は

A .3日～5日くらいです。（個人差あり）角質細胞は基底層で生成され細胞分裂を繰り返し、角質層に押されて
上がるまで14日～20日かかり、角質層から垢となり落ちていく期間も14日～20日かかります。平均で39日周
期で老いた細胞は離れ、若い細胞が生成されます。（ターンオーバー）基底層生成され細胞が角質層に到達し
落ちていくまでかかる期間は14日～28日です。若い時は17日～28日、年を取るにつれて新しい細胞の生成が
遅れ、細胞の切り替え周期が遅れます。20代の女性の場合２～3週間の間隔で行われるのに比べて40代になる
と1.5倍遅れ、80代になると2倍に遅くなります。ターンオーバーがスムーズに行われていれば細胞が規則的に
並んで配列され、肌は美しく保たれます。しかしターンオーバーが乱れれば細胞が不規則になり、角質層が不
安定になり、保湿力や防衛作用が低下し外部からの刺激を受けやすくなり、皮膚炎をおこし、老化を早めます。

■角質脱落が起こる場合、期間は一般的には3～5日、再生が遅い方だと1週間以上かかる場合もありますし、
まったく脱落しない方もいます。VOSは角質脱落を目的としたものではなく、肌を正常な状態にすることが目
的です。その過程で角質脱落をすることもありますが角質脱落がなくても肌は健康な状態になります。

Q. 次回のVOS施術までにホームケアで注意することは

A. １．施術当日から5日間（再生期間の目安）はフォームクレンザーで軽く洗い流すような洗顔をする。
2．痒いときに掻いてはいけません。痒い部分にV3をパフにつけて軽く叩いてください。
3．角質が起き上がった時に無理に剥がしたりしない、色素沈着の原因になります。
４．再生が終わるまで（最低4週間）強い紫外線、熱、サウナ、野外活動などは避ける。
５．肌の栄養を与えるだけでなく、摂取することも極めて重要です。ビタミンCと水分補給をしっかり

■施術をする期間は集中的に栄養供給をします

Q. ニキビ跡も消えますか

A. 効果は期待できます。ニキビは赤い跡を残すことが多いです、原因は炎症がひどかったり、頻繁にニキビが
再生する場合におこります。大体が時間が経てば1～2ヶ月で自然に消えるものですが、紫外線に多くあたっ
たら、赤みが正常な色に戻る前に黒ずみに変わります。こような場合でも時間が経てば薄くなりますが、紫
外線を避け、美白製品を塗ってニキビが再発に注意しましょう。ニキビ跡はVOSを３回以上おこない傷跡部
位と皮膚細胞を切り離すように持続的に再生を誘導してニキビ跡を緩和させることができます。

■ニキビの状態を診て跡がひどい場合は5回、軽度なものは3回を目安に推奨します。

Q. ニキビの傷跡が硬く凸がある

A. ケロイド性ニキビ跡には部分的にVOSをのせ10分ほど集中的に押し当てます。その後通常通りに顔全体に
施術します。

■部分的に時間をおきます。

Q. VOSを頻繁に行うと皮膚が薄くなりますか

A. 全然心配することはありません。肌は生きている組織です。剥離されて落ちる組織は死んだ細胞で、下から
新しい皮膚組織が生成されて上がってくるからです。角質脱落は一定間隔で繰り返すと、最初は薄くて粗
かった皮膚が後から健康で厚くなるという事実が論文では証明されています。ただし本人に適したVOSの間
隔は正確な肌診断と十分なカウンセリングが必要です。

■原理参照 先角質脱落、後再生のメカニズムの場合、肌を敏感にさせる事がありますがVOSの場合再生を先に
誘導した後、角質脱落のメカニズムなので肌が敏感になる可能性はありません。

Q. 施術後は紫外線を避けなければなりませんか

A. もちろんです。施術をすると、脂質膜分解で角質細胞が脱落し。皮膚防衛が一時的に弱い状態になります。
このような状態で紫外線に過度にあたれば、肌は自ら自分を保護するために皮膚基底層でメラニンを合成
します。これは色素沈着の原因になるので紫外線には十分に注意が必要です。

■無刺激の日焼け止めを推奨します。SPF数値高いものよりも低刺激の日焼け止めを塗りなおすことが肌には良
いです。



Q. 施術後でボディケアは可能ですか

A. ボディにも使用可能です。肌の組織内の血行を促進させ循環を円滑にし、脂肪及びセルライト分解効果を通
じて肥満ケア及びセルライト分解が可能で、真皮内結合組織の合成を通じて変成したした肉割れのケアがで
きます。
ボディケアをする場合は、部位別に一定の間隔の時間をおいて行います。VOSが浸透する部位が広範囲な時、
痒みの症状も広くでる可能性もあるので、部位をわけてケアすることが良いです。また施術後も鎮静段階を
十分におく必要があります。服などでの摩擦を軽減するためにガーゼを当てたり、綿素材の服を着用するな
どしましょう。【胸・背中以外の使用は効果はありますが、痒みが強く出る可能性があります】

■腹部ケアの場合はかゆみがでる可能性が高いので4分の1の範囲でわけて施術することを推奨します。

Q. 副作用を出さずに肌改善をしたい場合の施術方法はありますか

A. VOSアンプル量を少なくして（半分）ソフトに行います。ただし効果を出すためには週1回を4回は続けて行
うことが望ましいです。また肌の状態は個人で違いますので必ずしも副作用が出ないわけではないことを理
解していただきたいです。

■1回の使用量を減らし副作用がでる可能性をおさえますが再生力も弱くなるので回数は必要です。

Q. 頬や顎に繰り返しできるニキビ（膿まずに触ったとこが傷跡で黒くなる）改善できますか

A. 頬にできるのはストレスや過労がひどい人に見られ、肝臓、心臓に負担がかかっている症状です。顎にでる
のは消化器や子宮に負担がかかっている人に見られます。内面的なケアも必要です。VOSではニキビができ
た部位にポイントで浸透させることで患部が柔らかくなり、継続して施術をすれば改善できます。

Q. シミがある肌もVOSできれいになりますか

A. シミの原因はいくつかに分類できます
①女性ホルモン：20代～50代は女性ホルモン分泌が盛んです、特に妊娠時に症状がひどくなる場合は普段よ
り数百倍の女性ホルモンが分泌されるためです。

②紫外線：表皮の下側に位置したメラニン細胞が紫外線を過度に浴びると肌を保護するためにメラニン色素
を過剰に分泌するためです。

③遺伝的要因：家系にシミ疾患が多い場合遺伝的なものです。

VOSは表皮型のシミは3回程施術すれば70％ほどが改善できます。しかし真皮型のシミは回数が必要です。
改善にも限界があります。複合型も表皮型のシミは緩和できますが、真皮型は完璧な改善効果は期待できま
せん。シミの色素判別は非常に難しいため、エステサロン（医者ではない）の範囲での改善目的だという事
をきちんとカウンセリングする必要があります。
以下の場合のシミは特に注意が必要です。
・薬物（化粧品誘発毒性反応）
・多型皮膚症
・炎症後過色素沈着
・太田母斑

■シミの場合は持続的なケアが必要です。美白機能化粧品とVOS製品を並行して10日～2週間のサイクルで継続
してケアすれば大きな効果が期待できます。

Q. 夏に施術しても大丈夫ですか

A. 問題ありません。ただし、注意事項で紫外線をできるだけ避けた方が色素細胞を刺激しないため、施術後の
注意事項をきちんと守れば季節と関係なく受けることができます。

■V3・日焼け止めは必須アイテムです



Q. VOSは一回の施術で効果的ですか

A. お客様の満足度は個々で違いますが、1回でもお肌の変化は実感できると思います。ただしそれを持続する
ためには、定期的な施術は必要です。

■お客様の肌を見て、施術の回数を決めましょう

Q. VOSにはどんな効果がありますか

A.

Q. VOSは人によって効果は違いますか

A. VOSの浸透の深さによって変化の度合いが異なります。肌のタイプでは、皮膚委縮、性別、部位、皮脂腺の
密度などでVOSの浸透が変わります。施術者の圧力、接触時間、塗布量でも浸透の深さが変わります。
施術後の肌の再生能力も個人差で変わります。再生能力は皮脂腺が多いほど強力です。皮脂腺が発達してい
ない部分を同じ圧力と時間で施術すると、オーバートリートメントになる可能性があります。
年齢でも違います。皮脂は男性ホルモンの刺激が必要なので、思春期の以前の子供の場合は注意がいります。
肌が乾燥している場合、一段階弱く調節しないと着色、ケロイドがみられます。乾燥しながら敏感肌の場合
は脂性肌より脱落する角質の厚さが薄く時間がかかります。

■肌タイプ別のアンプル（白・黒）を的確におこないましょう。

Q. 施術後シャワー使用していいか

A. 施術後は4日～5日間は摩擦をする洗顔は控えます。当日はできる限り水でぬらしたり、汗をかくことは
お控えいただくことをお勧めします。

Q. 副作用はあり得ますか

A. 臨床事例の結果、副作用はありません。ただ、
１．腫れる場合 心臓や腎臓が弱っているため、浮腫みがでる
２．痒みもありブツが顔全体にでる場合 アレルギー肌をお持ちの方で毒素排出される現象
３．水泡ができる場合 血液循環が悪くて毒素排出される現象

施術の圧をかけすぎた場合

■VOSは安全性が検証されています

Q. すぐに洗顔してもいいですか

A. すぐに洗顔したら多少効果が減少することもあります。角質脱落量が少なくなり、肌再生期間も長くなりま
す。

■お客様の環境に応じてアドバイスをお願いします

適用肌

ニキビ肌の毛穴が拡張された肌 毛穴が詰まった肌

毛包虫（ニキビダニ）アレルギー 肌色が悪く荒れている肌

中毒性皮膚（軟膏や化学製品を長く使用した場合） 垂がひどい肌

小じわ（ほうれい線、首のシワ） 乾燥肌

敏感肌 クモ状肌

アトピー性肌 肉割れ肌

鳥肌 多様な傷跡

背中ニキビ 水イボ（稗粒種）

眼下脂肪 軟線維種

コラーゲン注入した肌



Q. 施術後、すぐに化粧はしていいですか

A. V3を使用されることを推奨します。一般的なファンデーションの使用は控えてください。シャドーや口紅、
アイブロウなどは問題ありません。

Q. 施術後はいつも使用していた化粧品を使用してもいいですか

A. 副作用の可能性を軽減したかったら、最低でも再生期間中はVOSのシリーズの化粧品の使用をお勧めします。

■VOSのホームケアシリーズは、VOSサロンケアの効果を最もサポートできるラインナップになっておりま
す。

Q. どんな成分でできてますか

A. 肌に損傷を与える化学成分を添加していない、純粋な自然成分をベースにしています。アンプルには
イノスピキュールが配合されてます。

■イノスピキュールはシリカの為体外排出されます。

Q. 4日過ぎても剥離しないがどうしてか

A. 代謝が悪い状態ですと一般的な方より2日ほど遅れて剥離する事もあります。VOSは剥離目的ではないので、
剥離が確認できなくても肌状態は改善されています。

■ 皮膚が剥離しそうな様子が見えるのであれば、洗顔後にスチームなどで角質をふやかすことで剥離を促すこ
ともできます

Q. 施術後にツッパリ感があります、どうしたらいいですか

A. 角質が乾燥しながら剥がれるからです、ソリューションやV3をしっかり塗りましょう。

■ソリューション→バイアル→クリーム→V3

Q. 施術中目がチクチクしました

A. 可能性があるのはマスクの美容液が目に入った場合、または眼球疾患があった方の好転反応として現れる場
合もあります。精製水で目を洗い流します。天然の成分なので心配はありません。

■施術中は目元にガーゼ、コットンをあてましょう。

Q. ひどい乾燥肌にも副作用はないですか

A. ひどい乾燥肌や敏感肌で弱い肌でも可能です。冬のツッパリ肌にも良いです。

Q. アレルギー肌も施術できますか

A. 施術できます。免疫力が低下しているのでVOSで肌が健康的になることを期待できます。

■3回程度の施術が目安です

Q. 必ずフォーミングクレンジングを使用するのはなぜですか

A. 他のクレンジングを使用すると、肌のPHが中性状態ではなくアルカリ性に傾いて肌トラブルの原因になる
から

■VOSフォーミングクレンザーを推奨します



Q. ソリューションが一般的なトナーに比べて乾燥する感じがします

A. ミネラル成分と、鎮静成分が豊富なソリューションを使用することで、肌の中の線維が網構造を堅くしてく
れます。締まるような感じはしますが乾燥ではありません。

■エッセンスと一緒に使用すると良いです。

Q. ソリューションの基材も水なのに、水洗いをお勧めしないのはなぜですか

A. VOSが皮膚の中で反応する24時間～34時間（チクチクするあいだ）中に洗顔する場合、皮膚の中のVOSの
反応を減少させます。施術翌日以降は洗顔が可能です。その後はクリームでしっかり保護します。

Q. 皮膚再生が完了するのはいつですか

A. 施術後3日～５日には角質脱落が行われ、新たな肌を確認することができます、しかし肌再生は約3週間づつ
といわれるために、施術後3週間後に最上の肌になります。

■ 3週間は肌に必要なアフター製品を使用すると、効果が持続します。

Q. 施術後の角質脱落はどんな肌の変化がありますか

A. 施術後36～48時間の間、チクチク感があり、角質脱落後に再生ケアを受けると、お肌の色が明るくなり約
10日後には若干暗くなる症状が出る場合もありますがすぐに消えてキレイな肌状態になります。

■ ソリューションとV3を塗ります

Q. 施術は素手でしますが施術者の手に影響はないですか

A. 手のひらと足の裏はとても強力で固い透明の膜がある為、施術の手には浸透しません。
手の平と足の裏を除いたすべての箇所の施術が可能です

Q. ハーブピーリングまたは酸ピーリングのような肌を削ったりとかしたりするのですか

A. VOSのpHは6.5で完璧な中性です。肌の表面に何の害も与えないです。

Q. ニキビ肌の場合VOS施術を何回するのがいいですか

A. ニキビの状態によって異なりますが化膿ニキビの場合4週間周期で3-4回の施術をすれば確実な結果を出せま
す。

Q. 施術時は口に入っても大丈夫ですか

A. 天然抽出物で構成されているので害はありません。わざわざ口にする必要はありません。

■口の周りの施術も可能です。鮮紅色の唇の色に変わります。

Q. VOSを浸透させて48時間後には洗顔をしても良さそうですが、してはいけない理由は

A. 少量の水で洗顔するか、ウェットタオルで拭くくらいの洗顔は問題ありません。
水洗いをすると洗顔料と多量の水が肌に触れて新しい有棘層が皮膚の表面に上がる時間を遅らせる為、肌の
再生時間が遅くなります。しかし、お客様の状況によって一日後の洗顔は可能です。

Q .顔を除いたいた他の体にも施術可能ですか

A. 手の平、足の裏を省いたすべての箇所に可能です。

■肌のタイプと適用部位に応じる製品を使用し、かゆい場合はクリームを十分に使用する。



Q. 女性の場合、月経周期はどのような関係がありますか

A. 月経前よりは後に施術をした方が効果的です。

■妊娠を計画中であるか、妊娠初期は避けたほうが良いです。

Q. 施術は全ての年齢で可能ですか

A .VOSの効果でホルモン分泌の活性が起こります。したがって、思春期を過ぎていない子供には施術は望ま
しくないです。

■青少年のニキビケアは可能です。

注意事項

※VOS後のV3はBBクリームとしての目的で使用します。VOS業務用（白・黒）setの中に入っているBBクリー
ム（黒いパウチ）でも代用可能です。

※質問の回答の中に薬の使用をご提案する内容がありますが、あくまでも、一時的に痒みを抑える手段として
薬を使用することも対処策にあることを示しています。医師でない施術者が薬品名を指示したりすることはお
控えください。使用はお客様の判断にお任せします。

※記載されている時間、回数はあくまでも目安です。お肌の状態を管理しながらおこなってください。


