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1.Technology of HIFU machine
Introduction of HIFU technology

高密度焦点式超音波（HIFU）は、皮膚と皮下組織に直接熱エネルギーを供
給し、皮膚のコラーゲンを刺激して再生し、その結果、肌のきめを改善し、
皮膚のたるみを減らします。 それは文字通り、侵襲的な手術や注射なしで
フェイスリフトまたはボディリフトの結果を達成します。さらに、この手順
の優れている所は、ダウンタイムがなく、対照的に、すべての肌の色の人々
に等しくうまく機能することです。 HIFUとインテンスパルスライトのそれ
に等しい結果が出ます。
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Applications

1.額、目、口などのしわを取り除きます。

2.両頬の皮膚を持ち上げて引き締め、体を細くします。

3.肌の弾力性と形の輪郭を改善します。

4.顎のラインを改善し、「ほうれい線」を減らします。

5.額の皮膚組織を引き締め、眉毛のラインを持ち上げます。

6.肌の色を改善し、肌を繊細で明るくします。

7.首のしわを取り除き、首の老化を防ぎます。
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Handpiece

Vmax handpiece 4D handpiece

Our 4D HIFU has a safety switch on the cartridge to stop the shot instantly. It is designed so that 
it does not lead to the cause of a surgical accident, very safe and humanized
私たちの4DHIFUには、カートリッジに安全スイッチがあり、ショットを即座に停止します。 それは次のように設計されています
それは外科的事故の原因にはならず、非常に安全で人間化されています。
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Cartridges
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日本語 Operation  screen

Vmax Screen



4D Screen
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Features&Advantages

1）裏側にカートリッジサポートが付いているので、カートリッジ
の落下を防ぐことができ、オペレーターが置くのに便利です。

2）ボディトリートメント用に、13mm、16mm、合計7つのカー
トリッジを追加します。

3）Vmaxカートリッジ62,000ショット、4Dカートリッジ
20,000ショットで、より長い寿命。

4）強くて安定したエネルギー、良い結果、快適な施術が可能です。
従来のHIFUよりも何よりもスマートで使いやすいファッション性の
有る美しいボディーに成りました。
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Specification



1.Patients with malignant tumor, hemophilia or severe bleeding.

悪性腫瘍、血友病、または大出血

2.Patients with the major disease, skin disease or infectious disease shall be cautious 

enough to use this apparatus.

このデバイスは、重篤な病気、皮膚病、または感染症の患者には注意して使用する必要があります

3.Enough caution must be given when such apparatus is used in the heart, brain, neck 

nerve centre, spine, eyeball, bleeding and injection.

このデバイスを心臓、脳、頸神経中枢、脊椎、眼球、出血、注射に使用する場合は、十分な注意を払

う必要があります。

4.Patients with the hyperthyroidism, asthma and hypertension.

甲状腺機能亢進症、喘息、高血圧

5.Ultrasonic scalpel treatment is not allowed within 15 days after injection of hyaluronic 

acid.

ヒアルロン酸注射後15日間は超音波スカルペル治療を禁止

6.When this apparatus is being used, the probe must be kept away from the eye and 

prohibited from passing the eyeball, the pregnant and patients with severe heart disease.

この器具を使用するときは、プローブを目から離しておく必要があり、プローブを眼球、妊婦、重度

の心臓病の患者に通すことは禁じられています。

施術注意事項
Preoperative preparation



点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点

击添加相关标题文字。点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击

添加相关标题文字，点击添加相关标题文字。

2.Draw lines

Preoperative preparation



200$

25%

400$

300$

FaceEye Neck
Belly 

slimming
Arm 

slimming

350$

thigh 
slimming

500$

Face+Body

1.treatment method

2.treatment session and charge

During treatment

90$

150$

（1）フォーカス方式
カートリッジごとに2回の処理

（2）スライド方式
カートリッジごとに6回スライド
主に機密性の高いクライアント向
け

（3）処理順序
深いものから浅いものへ：4,5 / 
3.0 / 1.5

（1）1回のセッションで4回の施術

（2）インターバル時間は3ヶ月です



Treatment result

Cartridges:1.5+3.0+4.5
Energy:1.5
Treatment mode:focus 
mode

Cartridges:1.5+3.0+4.5
Energy:1.0
Treatment mode:focus mode

Korea Thailand Import



Treatment result

Cartridges:13mm+16mm
Energy:2.5-3.5
Treatment mode:focus 
mode

Cartridges:13mm
Energy:2.0
Treatment mode:focus mode

Korea Thailand Import



バストリフトアップ



wash massage

mask 4.日焼け止めに
注意を払って下
さい。

3.最初の週は毎日マスクを
しましょう。

After Care

SunScreen

1.施術後お湯で顔を洗わ
ないでください。

2.1週間でマッ
サージしないでく
ださい。



LED脱毛機
近未来サロン用

ショット数
20,000,000.





• 製品の利点：
• 1.高いセキュリティシステム
• 2.長寿命２0,000,000ショット保証
• 3.休まず継続的に作業できます
• 4.照射速度が速い
• 5.優れた施術の快適さ
• 6.除毛脱毛の即効性が良い
•
• 高いセキュリティはハンドピーズにも搭載

• 施術者が夢中に成り、インターファエース画面を見
て居ないとしましょう、問題があっても解りません、そこ
で弊社のLED脱毛機はハンドピースにも異常を知らせ
る装置を付けました。

• ハンドピースには水位検知、水循環検知、点灯時間
検知があり、問題があれば時間内に警報を発します。



1.優れた施術の快適さ
ハンドピースは冷却効果が高く、1分
で-12℃まで下がります。施術の快適
性が高く、灼熱感がありません。

2.即時効果は良好です：

LEDビームは、毛包の波長固有のター
ゲット刺激であり、漏れや不均一な照
明を防ぎます。

波長が長く、透過力が比較的深く、施
術効果が良好です。



THANK YOU!
株式会社ホワイトローズインターナショナル

➿0120-923-373
本社〒503-0535

岐阜県海津市南濃町松山637番地26


