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製品をご利用になるまえに 

製品をご利用になる前にマニュアルをご一読いただき、正しく安全に使用してください。 

 

レンズ部分内側を手で触れたり、物を入れないでください。  

レンズ部分内側に物を入れることや、直接レンズを指で触る行為は映像や機器に影響を与える可能性があります。 

埃を除去する場合はエアーブローを使用してください。 

 

レンズの内側の光を裸眼で見ないでください。 

裸眼でレンズ内側の光を直視すると視力に影響を及ぼす可能性があります。直視は絶対にお止めください。 

 

製品本体が熱くなりましたらしばらくの間使用をお止めください。 

機器の長時間使用や充電時、本体が熱くなる場合があります。発熱を感じましたら電源を切り、使用をお控えください。 

 

必ず製品と共に提供されたアクセサリーをご利用ください。 

販売者が提供していないアクセサリー及び充電器を使用することにより、製品の性能低下や故障の原因になることもあ

ります。このような行為は保証サービスの対象外になりますので、ご注意ください。 

 

充電中は分析を行わないでください。 

USB充電器（別売）にて充電中にデバイスを使用すると、静電気発生の可能性があります。 

また、分析結果に影響を及ぼす可能性もありますので、利用はお控えください。 

 

製品本体の端子やセンサーに異物を近づけないでください。 

デバイス本体の水分センサーや充電端子に伝導性異物（金属片、鉛筆の芯等）を近づけたり、入れたりしないでくださ

い。異常を感じたら充電を止め、販売元にお問い合わせください。 

 

製品は5℃ ~ 40℃の間で使用してください。 

指定の温度外の環境での使用や保管をされるとバッテリーや破損の可能性があります。 
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製品を水、湿気のない乾燥したところに保管してください。 

水に濡れた手で触ったり、湿気の高い環境では使用しないでください。 

 

雷、落雷時は使用しないでください。 

使用を止め、電源コードをコンセントから抜いてください。落雷による故障の可能性があります。 

 

製品を分解しないでください。 

製品を分解したり、衝撃を与えないでください。  

 

製品を化学薬品にてお手入れしないでください。 

アルコール、ベンゼン、シンナー、洗剤などを使用したお手入れは製品の故障、破損の可能性がります。 

 

この製品は使用中に電波混線の可能性があります。 
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確認 

構成品 

製品の購入時に提供される構成品です。 

デバイス本体 

スタンド 

油分紙（2パック） 

角質テープ（1パック） 

充電器（スタンド用） 

エアーブロー 

布クリーナー 

クイックマニュアル 

 

別途購入可能なアクセサリーは各種用意がございます。詳細は製品の販売元にお問い合わせください。 

USB型充電ケーブル(別売) 

- 構成品は当該製品専用で他の機器と互換性が無い場合があります。 

- 製品の外見、規格などは性能の改善のため、事前通知なく変更する場合があります。 
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製品概要 

デバイス 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 （前面）               （裏面） 

 

スタンド 

    

（前面）                 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVランプ 

バッテリー表示ランプ 

モード(フォーカス)ボタン 

撮影ボタン 

電源スイッチ 

モードランプ 

充電コネクタ 

 

レンズ脱着ボタン 

レンズ 

シリアル番号ラベル 

水分センサー 

電源スイッチ 電源コネクタ 
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ボタン及びスイッチ 

電源スイッチ‐スタンド 

スタンドにアダプタを取り付け、電源スイッチをONにすると、スタンドの電源が入り赤ランプが点灯します。 

      

 

電源スイッチ‐デバイス 

電源スイッチを左側に寄せると電源がONになり、右に戻すと電源がOFFになります。 

電源を入れたらデバイスのLEDランプが以下のように点滅します。 

 

     

バッテリーランプ → 分析モード表示 オレンジ色 → 緑色 → 青色 → バッテリーランプ(バッテリー残量表示)      

 

MODEボタン 

現在のバージョンでモードボタンを利用した設定や機能の提供はございません。 

 

 

撮影ボタン 

撮影ボタンを押して撮影します。再度押すと再撮影となります。 

撮影された写真は自動的に保存されます。 
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プログラム画面 

プログラムで使用されるアイコンには下記の機能があります。 

     Wi‐Fi: Wi‐Fi接続設定に移動します。 

     設定：プログラム設定画面に移動します。 

     終了：プログラムを終了します。 

Version: 使用されているプログラムのバージョンです。 

          戻る：直前の画面に戻ります。 

          ホーム：メイン画面に戻ります。 

     戻る：結果値を削除します。 

     リセット：分析結果を初期化します。 

     削除：選択した情報を削除します。 

 

デバイスの充電 

デバイスを充電する方法は以下の通りです。 

スタンド利用：デバイスをスタンドにセットします。上段のLEDランプが点滅したら充電中となります。 

USB充電ケーブル(別売)を利用：USB充電ケーブルをデバイスに接続します。 

 

USB充電ケーブルを用いた充電中に測定を行わないでください。分析結果に影響を与える可能性があります。 

USBケーブルは5V, 2A環境下にてお使いください。 

 

バッテリー残量及び充電中の状態確認はデバイスのLEDランプにて確認できます。充電完了まで約150分かかります。 

 
3個 60％以上  

 
2個 30～60%  

 
1個 10～30％ 

充電してください。 

デバイスとの接続が切れる恐れがあります。 

 
1個点滅 10％未満 分析ができません。充電してください。 

 
3個点滅 充電中  
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設定‐必要事項 

ご利用前にレンズ情報の入力/設定が必要となります。(アプリケーションインストール時に登録したレンズ番号をご利

用になる場合は以下の作業は不要です。) メイン画面にて[設定]をタップします。 

 

 

レンズ番号入力（デバイス設定） 

1) 設定画面で[分析機設定]をタップします。 

2) 本体レンズに貼られているレンズ番号を入力した後、保存をタップしてください。（大小文字区分） 

   

3) レンズ番号が正しく入力されていない場合、以下のようなメッセージが表示されます。[完了]をタップし、レ

ンズ番号の再登録を行ってください。 

  

正しいレンズ番号を入力してもエラーメッセージが表示される場合は、販売元までお問い合わせください。 
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共有/メール設定 

分析結果をお客様にお送りするには事前に送信元情報(メールアカウント)入力が必要です。 

1) 設定画面で[共有/メール設定]をタップし、[メール]をタップします。 

   

2) 結果レポートを送信する(送信元)アカウントを入力します。 

アカウントの情報は該当するE‐mailアドレスのIMAP/POP3設定にて確認できます。 

SMTP Server：送信元E‐mailアカウントSMTPサーバー名を入力。 

Security type: セキュリティタイプ入力。SSL, TLS又はTLS with SSLの中から選択。 

Port: SMPTポート番号数字部分のみ入力。例）465 

送信元メールアドレス: 送信元のアドレスを入力。 例）USERNAME@gmail.com 

パスワード：送信元E‐mailのパスワードを入力。 

Sender Name: 送信元名、店名等ご要望に応じて入力。  

 

- メールアカウントによっては、この機能がご利用できない場合もあります。設定情報詳細はご利用中の

サービスプロバイダ等にお尋ねください。 

3) (重要) 上記全ての内容を入力した後、接続をタップします。 

テストメールが登録されたアドレスより送信されます。（インターネット接続が必要です。） 

4) アカウント情報入力が正しく完了すると確認メッセージが表示されます。 

テストのメールが受信できたかどうかを確認してください。 

① 

② 



 

   12   

タブレットがデバイス本体と接続されている場合は、メール送信が行えません。 

インターネット環境に接続を行い、テストメール送信を再度行ってください。 

 

- ご利用中のSNSアカウントを利用した配信を行いたい場合は、iPad内に該当するアプリケーションがイ

ンストールされ、アカウント設定が行われている必要があります。 

 

言語変更 

アプリケーションの言語変更が可能です。 

[言語変更]をタップし、使用する言語を選択して保存をタップします。 
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ご利用のまえに‐選択設定 

製品使用前に、各機能設定を行います。 

おすすめ製品設定 

分析結果に基づくおすすめ製品表示機能の設定を行います。 

1) [おすすめ製品設定]をタップします。該当する商品ラインにおいて[検索]をタップします。 

   

2) 指定したい画像を選択します。画像が保存されているパスがボックス内に表示されます。 

すべての画像指定が終わりましたら保存をタップします。 

      

 

- 画像データをタブレットに保存するには 

1) 製品の画像データを準備します。 

- 画像推奨サイズ：1000 * 768 px  /  画像タイプ： jpg, png 

2) タブレットとPCをUSBケーブルにて接続します。 

- PCにてエクスプローラーを起動し、[大容量記憶装置]と表示されているタブレットのフォルダを開き、

該当する画像をタブレット内 DCIM > Pictures 配下にコピーします。(フォルダ名はご利用の環境

により異なる可能性があります。) 
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その他の設定(メイン画面設定) 

アプリケーションのメイン画面の変更が可能です。 

1) 変更したいイメージデータを予めタブレットの DCIM > Pictures 配下に保存します。 

2) [その他の設定]をタップし、壁紙設定項目右側の[検索]をタップします。 

   

3) 壁紙を変更したい場合は右側の  をタップします。 

 

 

- 画像データをタブレットに保存するには 

1) 画像データを準備します。 

- 壁紙データ推奨サイズ：1280*720 px 

2) タブレットとPCをUSBケーブルにて接続します。 

- PCにてエクスプローラーを起動し、[大容量記憶装置]と表示されているタブレットのフォルダを開き、

該当する画像を 

タブレット内 DCIM > Pictures 配下にコピーします。(フォルダ名はご利用の環境により異なる可

能性があります。) 
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  その他の設定(肌年齢設定) 

肌年齢測定機能を使用したい場合、以下の設定が必要です。デフォルトでは[使用しない]設定となっています。 

設定を変更後、[保存]をタップします。 

  

 

その他の設定(フィッツパトリック肌タイプ分析) 

フィッツパトリック氏(Fitzpatrick) が提唱した国際基準「フィッツパトリック」スケールを反映させ、製品を用い肌タ

イプを測定する機能です。 

フィッツパトリック肌タイプ分析機能を使用したい場合、以下の設定が必要です。デフォルトでは[使用しない]設定と

なっています。設定を変更後、[保存]をタップします。 

 

 

バックアップデータ（バックアップデータ作成及び復元） 

作成した顧客データ、撮影データ等バックアップを行うことで、必要に応じ復元することができます。 

iPadを初期化した、他のiPadに上で既存のお客様のデータを利用したい場合に加え、不慮のデータ損失に備えるために

ご利用いただく機能です。[バックアップ]をタップします。 
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データのバックアップ 

1) [バックアップ作成]をタップします。 

バックアップ後、作成されたバックアップデータの名称が確認できます。 

   

2) 作成したバックアップデータはiTunesを利用し、PCに保存します。 

(ご利用の環境やバージョンによって、iTunes機能名称、構成が異なる場合があります。) 

3) iTunesがインストールされたPCとバックアップ作業を行ったiPadをUSBケーブルで接続します。 

画面上段、タブレット(スマートフォン)型アイコンをクリックし、[ファイル共有]‐[DermoBella Skin]をクリ

ックします。 

   

4) 右側のリストにて生成されたバックアップファイル‘backup_**************.zip’を選択し、[保存]をタッ

プします。[保存]ウィンドウが表示されたら、保存先と保存先フォルダを指定し、[フォルダの選択]をクリッ

クします。 
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データの復元 

データ復元により、それまでご利用いただいていたデータは上書きされます。バックアップ作業を行った

後、顧客データや撮影イメージに変更があった場合、復元後のデータ(情報)と復元前のデータ(情報)に差異

が生じる可能性もあります。 

 復元操作時は、どのタイミングで行ったバックアップデータを復元するのか、必ず確認した後に行ってくだ

さい。iPad初期化、または別のiPadをご利用いただく場合は、予めアプリケーションのインストールを行って

ください。 

1) iTunesを利用し、バックアップデータをiPadに保存します。iTunesがインストールされたPCとデータを復元

したいiPadをUSBケーブルで接続します。 

2) [ファイルを追加]ボタンをクリックすると、先の作業で保存したバックアップファイルの保存先が表示されま

す。(表示が行われない場合は、保存先を直接指定してください)。復元したいファイル‘backup_*********

*****.zip’を選択し、[開く]をクリックします。 

   

3) 復元可能なバックアップファイルがリストに表示されます。 

 

4) [バックアップ復元]をタップします。復元可能なデータリストが画面に表示されます。 
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5) 該当する内容をリストより選択し、[確認]をタップします。 
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製品とプログラムの接続(Wi‐Fi) 

デバイスは分析アプリケーションがインストールされているiPadとWi‐Fi機能を利用して接続します。  

 

製品とiPadを接続するには 

デバイスとタブレットはWi‐Fiを利用して接続されるため、デバイス利用中にインターネットの使用はできません。 

1) メイン画面より、設定 > Wi‐Fi をタップし、Wi‐Fi機能を有効にしてください。 

   

2) 製品裏面部に書かれたSSIDを下段リストより選択します。接続パスワードを入力し、[接続]をタップします。 

左側リストWi‐Fi項目に接続したSSIDが表示されていること、また、右側リストWi‐Fi項目にチェックが付い

ていることを確認します。(iOSバージョンや環境により、表示が異なる場合があります。) 

   

 

- 接続がうまく行えない場合は、デバイス本体の電源を一度切り、再度電源を入れてから行ってくださ

い。 

 

 

 

 

1234567890 と入力します。 
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アプリケーションの起動 

メイン画面   

 

お客様管理： 顧客情報登録や、登録したお客様の履歴が確認できます。撮影したイメージや記録はすべて保存

されます。 

簡単分析： 顧客登録を行わず、分析を行うメニューです。撮影したイメージや記録は保存されません。 

 

顧客新規登録、検索、訂正、削除    

お客様登録 

1) メイン画面にて[お客様管理]をタップし、[お客様登録]をタップします。 

   

2) お客様登録画面にて必要事項を入力し、約款に同意いただいた後、[保存]をタップします。 

必須入力項目：お名前、性別、携帯電話番号、生年月日 (*マークが必須項目となります) 

選択入力項目：電話番号、メールアドレス、住所、お肌の色 
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- フィッツパトリック肌タイプ分析を利用する場合(機能を有効にしておく必要があります。) 

1) [分析]ボタンをタップします。ガイドラインに沿って、測定を行います。 

2) 終了すると、測定された肌タイプがF1からF6のチャート内でマークされます。(入力内容を保存します。) 

   

 

 検索（登録済みのお客様検索） 

登録済み顧客情報を検索することが可能です。過去に分析を行ったお客様であれば、履歴や写真の閲覧が行えます。 

1) メイン画面にて[お客様管理]をタップします。 

2) 姓名、携帯番号を入力して[検索]をタップします。検索条件を指定しない場合、登録されたお客様情報がすべ

て表示されます。 

   

3) 履歴を閲覧したいお客様情報を選択し、右側の ボタンをタップします。 
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お客様情報更新 

登録済み顧客情報の修正が可能です。 

1) メイン画面にて[お客様管理]をタップします。 

2) 修正したいお客様の姓名、もしくは携帯番号を入力して[検索]をタップします。検索条件を指定しない場合、

登録されたお客様情報がすべて表示されます。 

   

3) 修正を行いたいお客様情報を選択し、[お客様情報の変更]をタップすると、登録画面が表示されます。 

修正後、[保存]をタップします。 

4) 修正が完了すると、メッセージが表示されます。[確認]をタップします。 

   

 



 

   23   

お客様情報の削除 

登録済み顧客情報の削除が可能です。 

バックアップを行っていない場合、削除されたデータの復元ができませんのでご注意ください。 

1) メイン画面にて[お客様管理]をタップします。 

2) 削除したいお客様の姓名、もしくは携帯番号を入力して[検索]をタップします。検索条件を指定しない場合、

登録されたお客様情報がすべて表示されます。 

3) 該当するお客様情報を選択し、右側の  をタップすると削除が行えます。 

4) 確認メッセージが表示されたら、[確認]ボタンをタップします。 
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分析を行う 

メイン画面にて[お客様管理]もしくは[簡単分析]を選択し、分析を開始します。 

 

モード選択 

以下3種の分析モードより選択します。 

総合分析： 全ての項目を分析します。グラフを用い、結果の確認が可能です。(一部のみ項目も分析可能)撮影

写真及び結果が保存されます。 

選択分析： 一部分析項目のみ測定するモードです。総合結果グラフの確認は行えませんが、撮影写真及び結果

は保存されます。ご希望の分析項目を予め組み合わせておく必要があります。 

水分分析： 皮膚の水分測定に特化したモード、目元、頬、口元付近の水分量を測定し皮膚の保湿程度を判断し

ます。 

 

 

分析を行うには 

水分/油分の測定 

 

    Tゾーン部位                         Uゾーン部位 
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1) 水分測定を行います。[水分/油分]をタップします。 

Ⓜをタップし、測定部位に合わせてTゾーンかUゾーンを選択してください。(測定順序不問) 

 

2) 本体水分センサーを測定部分(額・頬)に接触させ、撮影ボタンを押下します。二か所(額・頬)の測定を完了し

てください。 

3) 油分測定を行います。[水分/油分]をタップします。 

Ⓞをタップし、測定部位に合わせてTゾーンかUゾーンを選択してください。(測定順序不問) 

 

4) 油分紙のピンク色の面をお肌に３秒程度軽く押し当てます。 

5) カメラがピンク色の部分を写すよう位置を調整し、撮影ボタンを押してください。  

   

 

肌写真撮影 

項目別に分析用写真を撮影します。 
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分析モードにて項目を選択して写真を撮影します。項目別に数枚の写真を撮ることができます。 

   

 

個別分析と一括分析の違い 

- 個別分析: 項目ごとに分析を行うことが可能です。 

- 一括分析: 写真撮影を行った項目すべてを一度に分析します。中断はできません。 

 

 

各項目の分析を行う 

毛穴の分析方法 

毛穴を分析する方法は下記のとおりです。 

1) [毛穴]をタップします。測定部位にカメラを軽く当て、撮影ボタンを押下します。必要に応じ、複数枚撮影し

ます。撮影が終わりましたら、[分析開始]をタップします。 

削除：下部リスト中より削除を行いたい写真をタップし、

[削除]をタップします。 

分析開始：[分析開始]をタップすると、処理を開始しま

す。 
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2) [分析]をタップして、分析処理を開始します。複数枚撮影された場合は、それぞれの写真ごとに[分析]をタッ

プし、結果値と平均値を出す必要があります。分析後の写真は写真上をタップするか[キャンセル]をタップす

ることで撮影イメージに戻ります。 

   

3) [サンプル比較]をタップすると、撮影写真とサンプルとの比較が可能です。 

サンプル写真は左右にフリックできます。撮影写真に近いものを探して、状態を確認してください。 

    

4) 分析後の写真が表示されている状態で[3D]をタップすると、該当写真の3Dイメージ画像を確認可能です。 
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5) [3D]をタップすると、該当写真の3Dイメージ画像を確認可能です。[IMAGE]をタップするとオリジナルイメ

ージに戻ります。機能を終了するには[CLOSE]をタップします。 

    

 

メラニン/シミの分析 

メラニン/シミを分析する方法は下記のとおりです。 

1) [メラニン/シミ]をタップします。測定部位にカメラを軽く当て、撮影ボタンを押下します。必要に応じ、複

数枚撮影します。撮影が終わりましたら、[分析開始]をタップします。 

 

2) [分析]をタップして、分析処理を開始します。複数枚撮影された場合は、それぞれの写真ごとに[分析]をタッ

プし、結果値と平均値を出す必要があります。分析後の写真は写真上をタップするか[キャンセル]をタップす

ることで撮影イメージに戻ります。 

   

3) [サンプル比較]をタップすると、撮影写真とサンプルの比較が可能です。 

サンプル写真は左右にフリックできます。撮影写真に近いものを探して、状態を確認してください。 
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   メラニン/シミ分析項目には3D機能のご用意はありません。 

 

しわ分析 

目元のしわを分析する方法は下記のとおりです。 

1) [しわ]をタップします。撮影時は必ず目を閉じ、撮影光が目に入らぬようご注意ください。 

目尻の状態位置を調整してください。カメラを軽く当て、撮影ボタンを押下します。必要に応じ、複数枚撮影

します。撮影が終わりましたら、[分析開始]をタップします。 

 

2) [分析]をタップして、分析処理を開始します。複数枚撮影された場合は、それぞれの写真ごとに[分析]をタッ

プし、結果値と平均値を出す必要があります。分析後の写真は写真上をタップするか、[キャンセル]をタップ

することで撮影イメージに戻ります。 

   

3) [サンプル比較]をタップすると、撮影写真とサンプルとの比較が可能です。 

サンプル写真は左右にフリックできます。撮影写真に近いものを探して、状態を確認してください。 
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4) 分析後の写真が表示されている状態で[3D]をタップすると、該当写真の3Dイメージ画像を確認可能です。 

 

5) [3D]をタップすると、該当写真の3Dイメージ画像を確認可能です。[IMAGE]をタップするとオリジナルイメ

ージに戻ります。機能を終了するには[CLOSE]をタップします。 

   

 

ニキビの予測/皮脂分析 

ニキビの予測/皮脂の分析方法は下記のとおりです。 

1) [ニキビの予測/皮脂]をタップします。カメラを軽く当て、撮影ボタンを押下します。必要に応じ、複数枚撮

影します。撮影が終わりましたら、[分析開始]をタップします。 
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2) [分析]をタップして、分析処理を開始します。複数枚撮影された場合は、それぞれの写真ごとに[分析]をタッ

プし、結果値と平均値を出す必要があります。分析後の写真は写真上をタップするか、[キャンセル]をタップ

することで撮影イメージに戻ります。 

   

3) [サンプル比較]をタップすると、撮影写真とサンプルとの比較が可能です。 

サンプル写真は左右にフリックできます。撮影写真に近いものを探して、状態を確認してください。 

   

ニキビの予測/皮脂分析項目には3D機能のご用意はありません。 

 

角質分析 

角質を分析する方法は下記のとおりです。  

1) [角質]をタップします。 

作業前に専用の角質テープをご用意ください。フィルムをはがし、接着面を測定部位に3秒程度付着させ、 

やさしく剥がします。カメラが接着面を写すよう位置を調整し、撮影ボタンを押してください。 
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2) [分析開始]をタップして、分析処理を開始します。分析後の写真は写真上をタップするか、[キャンセル]をタ

ップすることで撮影イメージに戻ります。 

   

3) [サンプル比較]をタップすると、撮影写真とサンプルとの比較が可能です。 

サンプル写真は左右にフリックできます。撮影写真に近いものを探して、状態を確認してください。 

   

角質分析項目には3D機能のご用意はありません。 
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分析結果を見る 

分析完了後、アプリケーション上段右側の[分析結果]をタップしますと総合結果の確認が可能です。 

 

1) 油分、水分の測定結果とグラフは1ページに表示されます。グラフ内緑色ゾーンに数値が収まる状態が理想的

であると考えられます。ページの移動は画面をフリックします。 

 

2) 各項目の結果を棒グラフ、円グラフで確認が可能です。ページ間の移動は画面をフリックします。 

   

グラフ内項目の見方 

- 棒グラフ内数値 : 分析前に指定された世代(年齢)別平均値を表します。 

- 円グラフ内赤字項目: 分析項目内で一番好ましくない状況にある項目を表します。円グラフは内側(円中

心部)に向かうほど良好な状態を示します。 

3) 分析を終了するには上段左側ホームボタン をタップし、メイン画面に移動します。 

 

おすすめの製品を確認するには 

分析結果に応じて、推奨商品を確認することができます。(別途設定が必要です。) 

グラフ内に赤字で表示された項目をタップすると、推奨商品が表示されます。 
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メモ 

結果についてコメントを残すことが可能です。 

1) 画面下[メモ]ボタンをタップすると、メモ欄が表示されます。コメント入力後[保存]をタップします。 

   

 

メール設定(結果送付) 

結果及び撮影した写真をお客様にメール送信が可能です。 

1) 画面下[メール設定]ボタンをタップすると、分析結果フォームが表示されます。(iPadを縦にしてご利用くだ

さい) 

   

2) 結果画面が表示されたら、[メール設定]をタップします。送信される結果内容の確認ができます。一緒に送信

したい撮影イメージを選択(解除)し、再度下部の[メール設定]をタップします。 
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3) メールアドレス入力画面が表示されたら、送信先メールアドレスを入力し[送信]をタップします。 

送信される結果内容の確認(プレビュー)が行えます。一緒に送信したい撮影イメージを選択(解除)し、再度下

部の[メール設定]をタップします。メールが保存された旨表示されましたら、[確認]をタップします。 

保存できない場合は、入力したメール形式を再度お確かめください。 

   

メールの送信はメイン画面の送信トレイから送信して、終了します。 (詳細は次ページ手順をお読みください。) 

SNSを利用して結果送付を行いたい場合 

1) 設定画面で[共有/メール設定]をタップし、[共有]をタップします。予め指定をしておく必要があります。 
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2) 結果画面で[共有]をタップします。共有を行うために利用するアプリケーションをリストより選択します。 

   

3) アプリケーションをタップすると、該当プログラムが起動します。内容を確認し、送信を行ってください。 
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分析結果をE‐mailで送信する 

結果画面で保存された分析結果はメイン画面から送信する必要があります。 

メールを送信するためにはデバイスとタブレットのWi‐Fi接続を一旦終了し、タブレットをインターネット(Wi‐Fi)接続

状態としなければなりません。 

1) メイン画面のWi‐Fiアイコン をタップし、設定画面に移動します。 

   

2) 接続先Wi‐Fi情報(SSID)を選択し、接続を行います。接続が完了しましたら、アプリケーションに戻ります。 

3) メイン画面上段右、メール送信トレイのアイコンをタップします。 

   

4) メール送信を確認するメッセージが表示されましたら、[送信]をタップします。分析結果ページで作業を行っ

た内容(レポートや写真)が、指定したお客様のアドレスに送られます。 

     

メールが送信できない場合は、ご利用のiPadでインターネット接続が行えているかを確認してください。 
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記録を見る 

これまでに測定した結果と撮影した写真を確認/比較することができます。 

顧客情報検索及び履歴の管理 

1) メイン画面にてお客様管理をタップします。履歴を確認したいお客様の姓名か携帯番号を入力して[検索]をタ

ップします 

   

2) 該当するお客様を選択(タップ)し、グラフマーク をタップします。一覧が表示されます。 

確認したいを選択し棒グラフマーク をタップすると詳細の確認が行えます。 

   

 

履歴の比較 

これまでの保存した結果を用い、比較を行うことが可能です。 

比較したい結果の日付を選択し、チェックボックスにチェックが入ったことを確認します。その後[比較]をタップする

と分析項目ごとの数値の変化がグラフにて確認できます。 

最上段のチェックボックスにチェックを入れると、履歴一覧に対し一度に選択が可能となります。 
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写真管理 

撮影した写真の再確認が可能です。画面分割(2/4/6)にて写真の比較しながら確認できます。 

1) 確認したい履歴の日付を選択し、[イメージを表示]をタップします。 

   

2) ドロップダウンリストより、確認したい写真の項目を選択することで、該当する写真のみを一括確認すること

が可能です。確認したい履歴の日付を選択し、[イメージを表示]をタップします。 

 

3) 画面分割(2/4/6)機能を用いることで、2画面、4画面、6画面構成で必要な写真を閲覧できるようになります。 

該当する写真を選択した後、左側の[2画面]、[4画面]、[6画面]をタップします。 

 

   

 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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結果グラフを見るには 

以前の分析結果を見ることができます。 

1) 確認したい履歴を選択し、  をタップします。 

   

2) 分析後と同様、結果グラフの確認が可能です。画面下のメモ機能の利用、メール再送信、おすすめ製品の確認

についても、分析後と同様すべて行うことが可能です。[戻る]をタップして、以前の画面に戻ります。 

   

 

メモを確認する 

分析時に保存されたメモの再確認、および、編集が可能です。 

1) 確認したい履歴を選択し、 をタップします。編集が必要な場合は、内容更新後に[保存]をタップします。 
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分析記録を削除する 

記録の削除が可能です。 

1) 削除したい履歴を選択し、 をタップします。メッセージが表示されたら[確認]をタップします。 

   

削除した記録はバックアップデータが存在しない限り復元できません。データ削除時はご注意ください。 

 

アプリケーションのインストールとアップデート 

Apple Storeよりソフトウェアをダウンロードし、インストールやアップデートを行うことが可能です。 

作業を行う際には、必ずインターネット接続が必要となります。大容量データの受信が必要となる場合がありますので、

必ずWi‐Fi接続環境にて作業を行ってください。(携帯電話パケット通信を利用したアプリケーションのインストールや

アップデートは、受信するデータ量から多額の利用料を請求される可能性もあるため、ご注意ください。) 

ソフトウェアのアップデート時は、特別なご案内が無い限り、これまでご利用いただいたアプリケーションの削除を行

わず、上書きインストールを行ってください。アプリケーションの削除を行い、改めてアプリケーションをインストー

ルされますと、これまでのデータがすべて初期化され、初期状態に戻る仕様となっておりますので、ご注意ください。 

また、インストール後は位置情報を許可してご利用ください。 
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1) iPadをインターネット接続できる状態にします。[App Store]をタップします。検索ウィンドウに[DermoBe

lla Skin]と入力し、検索を行います。 

   

2) 現在、Apple Store上に公開されているアプリケーションが表示されます。 

‘DermoBella Skin‘を選択し、インストールを行います。 

 

3) 初回インストールの場合は、レンズ番号の入力を要求する画面が表示されます。アップデート時は不要です。 

Optic number: お手持ちの製品本体に書かれたレンズ番号 

Password: CH7950  

4) 必要情報を入力後、[SAVE]をタップします。アプリケーションが起動します。 

5) デバイスとタブレットの接続を確認します。 

  



 

   43   

Q & A 

お問合せの前に下記の内容をご確認いただくことをお奨めいたします。 

問題解決できない場合は、レンズ番号やシリアルナンバーをお手元にご用意のうえ、製品販売元までお問い合わせくだ

さい。 

 

製品使用中に 

デバイスの電源がオンになりません。 

十分に充電されているかどうかをご確認ください。ケーブル接続状態も併せてご確認いただくことをお奨めします。 

 

撮影の際に画面が切れることや止まることがあります。 

周りのWi‐Fiによる電波干渉の可能性があります。電波を発する機器と距離をとってご利用ください。 

製品の充電残量が残っているかを確認してください。 

 

デバイスの使用時間が短くなりました。 

バッテリーは消耗品のため、時間の経過と共に使用可能時間が短縮されます。ご利用にならない場合は、本体の電源を

切る、本体の電源を切って充電することをお奨めします。充電できない場合はバッテリーの寿命も考えられます。製品

の販売元にお問い合わせください。 

 

製品が熱くなっています。 

レンズ部分にLEDを使用している製品の性質上、長時間のご利用に伴い、発熱する可能性があります。熱を感じた場合

は電源を切り使用をしばらくお控えください。利用時間に関わらず常に発熱するような場合は、製品の販売元にお問い

合わせください。 

 

送信元メールアカウント登録ができません。 

ご利用予定のメールアドレスがサーバーよりログアウトしている状態の場合は登録できません。該当メールアドレスは

インターネット上ウエブサイトからログインしていただき、メールアカウント登録を行ってください。 
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デバイスとタブレットの接続関連 

SSIDというのは何でしょうか？ 

SSIDは無線機器に付けられたそれぞれの識別IDです。本製品はWi‐Fi機能を利用して接続するため、製品個別にSSIDが

割り振られています。デバイス裏部下段にSSIDが記載されています。 

 

デバイスとタブレットの接続状態はどのように確認できますか？ 

iPadのWi‐Fi設定画面にてご利用のデバイスSSID名称横に✔マークが付いているか、アプリケーション画面上段にある

Wi‐Fiアイコン(電波マーク)が緑色になっていれば、両者が接続されていることを意味します。 

 

デバイスとタブレットの接続がうまくいかないようです。 

電源を切り、しばらくおいて再度電源を入れて接続を試みてください。それでも接続できない場合は、デバイス本体の

[MODE]ボタンと撮影ボタンを同時に5秒以上長押しし、リセットしてください。リセット後再度接続をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


