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PARAFUSE. Member GUIDE

PARAFUSE.ACADEMY

PARAFUSER.ONLY

受講者氏名 講師氏名印 印２０２２年 月 日

受講者は、本資料内容を修得するとともに行動に責任を持ち、また、講師は、受講者の指導に責任を持ち、、
両者は、子弟・姉弟として尊重しあい活動することを宣言するものとします。
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資料の取り扱い・印刷方法について

PARAFUSE.の技術は、自身の自立を確かにするとともに、世界に誇る技術です。

技術・メソッドをしっかり学ぶことをはじめに、基本的な活動事項を守り、伝えて
ゆくことは、我々の使命です。本資料は、PARAFUSE.が、今後PARAFUSER.と
して活動するための重要な資料です。取り扱いには、十分に気を付けてください。

・印刷は、A4サイズ、講師が印刷してスクール生に一人一部お渡しください。

・印刷したら、日付、自身の記名・捺印をされ写真に記録してください。

・資料、テキストの印刷については基本的に自宅やご自身のサロンで印刷願います。

自宅にプリンターがない場合はコンビニ（セブン・ファミマ・ローソン）にて印刷
してください。

【プリンターのない方】

セブンイレブンアプリ→「セブンイレブン マルチコピー」「かんたんnetprint」「netprint」

ファミマ・ローソン 共有アプリ→「PrintSmash」などを使用し印刷してください。

・本資料は、受講されるPARAFUSER.限定で関係者外秘資料でコピーは禁止です。

（コンビニ等でコピーし、取り忘れにより、事務局に問い合わせがあった場合、重大なルール

違反者となりますのでご注意ください）

以下の↓読み合わせチェック欄（全ページ）に、チェックをしながら読み合わせをしてください。

↓
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PARAFUSE．概要
名称 一般社団法人PARAFUSE.ACADEMY ASSOCIATION

（パラフューズ アカデミー アソシエーション）

母体企業：パラディインターナショナル株式会社

設立 PARAFUSE.は2016年10月1日

概要 最上のリラックスを追求するセラピスト藤川恵美子の

全身・顔・頭部への施術「脳洗浄🄬」をメソッド化。

むくみなどのない本来の美しさ・心身の最適を引き出

す施術が人気となり、女性自立支援も目的の一つに、

各メソッドを指導提供するスクールを開催。

メソッドを習得した講師と本部により脳洗浄®をはじ

めとする各種ノウハウ・支援を受講生に提供。

受講者は海外にもひろがり、ベトナムにおいては、べ

トナム女性連合本部に小顔研修センターを設置。

現在、脳と腸にフォーカスした新たなヘルスケアサー

ビス「PARA Check BIO」で、これまでにない新領域

を提供中。

2020年 『脳洗浄』 商標登録

2020年 12月25日 PARAFUSE.アカデミーへ

2021年 4月１日 一般社団法人化

2022年 PARAFUS America Inc設立

生徒数 2016年から2022年6月迄で国内外に約5000名

理念 健康なくして美容は語れない

PARAFUSE.代表者 藤川 恵美子

(パラディインターナショナル株式会社 代表取締役)

1975年 福岡県久留米市生まれ
2012年 パラディインターナショナル設立
2016年 小顔＆美容整体スクール PARAFUSE．商標登録

大手エステティックサロンを渡り歩いた後に独自のオール
ハンドメソッド【脳洗浄®】を独自に開発。

東京都港区白金台を本拠地とし世界各国に生徒が広がる。
積極的に社会貢献活動も行い、各界からの注目が高い。

自叙伝『愛に溢れ 愛に生きる 最強の半生』
独自出版 LOVE INNOVATION（日本を輝らす女たち）
・INSTAGRAM YouTube アメブロ
・PARAFUSE.チャンネル
・エッジオブジャパン 藤川恵美子
等SNS発信情報多数
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PARAFUSE．の名称とロゴマークについて

PARAFUSE.は、PARADIS（パラダイス/楽園）のPARAとFUSE（フュー
ズ/導火線）からなる名称でシンボルマークです。
PARAFUSE.を、富士山（日本）から地球全体へ広げ、私たちでより良い
世界・楽園のような世界にしてゆく想いを込めたマーク。
左下グリーンの印は、導火線の点火スイッチ。
PARAFUSE.に参加するということは、点火スイッチを押すということ。
またその仲間を増やしていくということ。ロゴマークは、その象徴です。

PARAFUSE.の技術は、「手のみ」にこだわった、オールハンドによる

脳洗浄®サービスを基本にしています。また、機器などを使うことなく

からだひとつで人に喜ばれるサービスを提供することで、自身の自立

に生かし、強く広くに羽ばたいて欲しいという願いを込めています。
国内に限らず、また、性別や肌の色などにとらわれることなく活動する
ことで多様な人々の健康に寄与し世界平和につなげてゆく目的をマーク
にしました。
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脳洗浄®は、まず、セラピスト自身がリラックスした状態で、丁寧に足先から頭部に向けて
お客様の体と心の緊張を解きながら、痛みなく心地よい眠りに導くことを重要としています。
また、頭部・顔部・デコルテの筋肉の凝りをほぐし、血流とリンパにアプローチをし不快な
むくみを整えます。

そして、脳洗浄®は、外側からの施術では難しい脳疲労をケアするオリジナルメソッドによ
る特殊なアプローチと多種組み合わせによる自律神経の調整により、本来の最適な心身状態
に近づけるところが大きな特徴のひとつです。

さらに、これまでの施術界では、解決できなかった心身の悩みの多くを解放し、体感だけで
はなく、見た目でもその違いを実感できる独自の手技がPARAFUSE.の脳洗浄®で、
PARAFUSER.以外施術することは認められません。

補足として ※本説明はPARAFUSER.のみへのガイドです。お客様への説明には注意してください。
三大体液(血液・リンパ液・脳脊髄液)の流れは私たちが思う以上に健康状態を左右します。全身が
リラックスした状態で、眠りに導きながらベストなタイミングで三大体液の流れにアプローチをす
ることで、副交感神経が優位な状態になり身体だけではなく、メンタルにも想像以上の違いを生み
出します。

これらによる独自の手技である脳洗浄®(医療・治療行為ではない)は、姿勢の調整や美容効果のみ
ならず、睡眠の質を向上させ、精神の問題をはじめに病院では解決されづらい悩みの解消に役立つ
これまでにないサービスとして、国内外の一般社会に浸透し始めています。

脳洗浄🄬とは

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY 6読み合せ済講師□ 生徒□



脳洗浄®の権利について

脳洗浄®は、商標を取得しています。PARAFUSE.とPARAFUSER.以外の方

（PARAFUSE.と契約し承認されたセラピストをPARAFUSER.といいます）

で、PARAFUSER.以外の商標使用権のない方は、事業目的に脳洗浄🄬を勝手

に使用することはできません。悪質な商標違反者には、法的手段を行使する

可能性があります。

また、今後皆さんが、情報発信をする際には、【脳洗浄®】と🄬マークを付

けて記載してください。商標登録をしているサービスであることがわかりや

すくなり、真似などを防ぐ効果があります。

《特許件と商標権の違い》

「特許＝アイデアや発明を知的財産として権利化したもの」

「商標＝サービス名、会社名、ロゴ、記号、図形、音程、動作を登録したもの」

脳洗浄🄬は、商標であり、特許ではありません。PARAFUSER.ではないものが

脳洗浄🄬を表したサイト等を見つけた場合は、事務局までご一報ください。

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY 7読み合せ済講師□ 生徒□



＠2022 PARAFUSE.ACADEMY 8

PARAFUSE.スクールフロー

読み合せ済講師□ 生徒□

スクールの流れ

FALSE ステップ１
スクールWEB申請

講師（師匠） → https://is.gd/b6kuyF

▼

生徒（弟子） → https://is.gd/W0tSKq

講師＆生徒がともに、スクールWEB申請し、講師宛に業務委託契約書が発送されます。
※講師に業務を委託しているため、講師への発送となります。

FALSE
ステップ２ 業務委託契約書の締結 ※キャンセルの場合はPARAFUSE.VOICEセンターにご連絡ください

☎️03-6277-0551

▼
契約書の内容を講師＆生徒の間で最終確認の上、サインと捺印をお願いします。※契約書は講師が返送してください

FALSE ステップ３ スクール費用の支払い

▼

FALSE ステップ４ アカデミー費用の入金を事務局が確認後、講師と生徒にメールにて通知

▼

FALSE ステップ５ スクール生はスクール開催までに、テキストを軽くチェックしておく テキストはこちら → https://is.gd/6cZsO3

▼

FALSE ステップ６ 15時間のスクール計画・メンバーガイド読み合わせ

▼ ※スクースタートはクーリングオフ期間過ぎてからの開始がトラブル回避においても望ましい

FALSE ステップ７ スクール生の合格後、スクール完了通知を行う

▼ 15時間の指導＆メンバーガイド読み合わせ完了報告
【講師】の完了報告はこちら → https://is.gd/KDADj6

【生徒】の完了報告はこちら → https://is.gd/42ymeN

FALSE ステップ８ 本部からディプロマ/ポロシャツ/自叙伝/バッジなどを、弟子に発送します ※講師からの手続き不要

▼

FALSE ステップ９ オープンチャットLINE・地方LINEへスクール生を招待

▼ その他フォーム：必要に応じてご利用ください 講師から講師へ紹介（紹介する側） →
https://is.gd/TDQ
diE

講師から講師へ紹介（紹介される側） → https://is.gd/a2MjXP

FALSE ステップ10 メンバーサイトへの登録 【動画解説】登録方法の解説こちら → https://is.gd/C4hanM

https://is.gd/b6kuyF
https://is.gd/W0tSKq
https://is.gd/6cZsO3
https://is.gd/KDADj6
https://is.gd/42ymeN
https://is.gd/TDQdiE
https://is.gd/a2MjXP
https://youtube.com/playlist?list=PLFl588MjRHnL3Cy2lGk-sUmVzJ37MMvFk
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①認定講師は、スクール開催申請を
WEBより申請してください。

認定講師のスクール開催（生徒は受講）申請について

②新規スクール生は、スクール受講に
Web申請が必要になります。

(認定講師が以下を案内して下さい)

申請受理後、契約書発送（1～2日で）をいたします。

【新規スクール生用】PARAFUSE.契約申請書

https://forms.gle/PZfBdyoJDfTap3MA7

【講師用】新規スクール生-契約申込みフォーム

https://forms.gle/WVBK2UVARreDB1At9

生徒さんは
こちらから

アクセスし
て
申請下さい

認定講師は
こちらから
申請

講師用 生徒用

読み合せ済講師□ 生徒□

https://forms.gle/PZfBdyoJDfTap3MA7
https://forms.gle/WVBK2UVARreDB1At9


スクール費用は、税込み150万円～となり、講師への業務委託料支払金額は75万円～（50％）と
なります。尚、過去の資料（オープンチャット・パラコミュ掲載）の情報は、スクール生への有効
情報にはなりませんので、くれぐれもご注意ください。

全ページの申請が完了すると、契約書3通が講師に郵送されます。
契約書をよく確認いただき、署名捺印ページに記入捺印と裏表紙のテープ綴じ部分にまたぐよう
押印し、各1通を保持します。PARAFUSE.分の契約書1通を講師は、以下に郵送してください。

契約書送付先
PARAFUSE.駅前店
〒108-0071
東京都港区白金台3-16-36
ウィン白金台701
03-6277-0551
担当 川相

スクール新規契約書について
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日付
住所
生徒氏名
捺印

（生徒電話
番号記載）

生徒名
住所
講師氏名
捺印
日付

契約書記名捺印ペー
ジ

印

印

印

契約書裏表紙

印

印

印
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スクール費用見積書（金融機関用）

メンバーサイトから講師の方が
リクエストしてください。
角印を押印しお送りします。

※宛名箇所はスクール希望者の
お名前

※講師の定めるスクール金額を
備考欄に記入してください。

読み合せ済講師□ 生徒□



PARAFUSE．スクール代金振込方法（現金）

【現金の場合】

全額をPARAFUSE.の下記口座へ入金

PARAFUSE.（パラディ）から【スクール完了通知】受領後30日以内に
認定講師に振込金額の50%を業務委託費として振込。

例）150万円でスクール 75万円：認定講師 75万円：PARAFUSE.

Web申請(p8参照)をし

↓

PARAFUSE.契約書を受理

↓※振込先案内

左記銀行に生徒が入金

↓
PARAFUSE.事務局から講師と生徒

それぞれにメールにて通知が行きます

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY
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〈スクール費用専用振込先〉

三菱UFJ銀行

目黒支店 普通 0534403

パラディインターナショナル(カ

※クレジットカード利用については次ページ

読み合せ済講師□ 生徒□
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スクール費用支払い方法

スクール受講web申請⇒契約書受領・捺印後

支払い方法を①・②・③のどれかから選択

①

スクール生が本部
に

150万円
銀行振込

スクール生が
オンラインカード決済
（要認定講師がアクセス先取得）

75万円の決済限定
(ロイヤリティ支払用）

残金75万円を認定講師
と相談の上支払い

現金 カード＋現金分割

※150万円を超えるスクール費の場合、
スクール費の５０％をロイヤリティと
し適応し対処します。
認定講師、または事務局
(parafuser.voice@gmail.com)
に相談ください。

オンラインカード決済のURLの
リクエストは、認定講師がメンバ
ーサイトから取得し、スクール生
に渡してしてください。

② ③
スクール生が
75万円本部に銀行振込

残金75万円を認定講師と
相談の上、現金支払い

現金振込+現金分割

※②・③への支払いにおいて、
認定講師への分割支払いにつきましては、
事務局では責任を一切負いかねますので、
予めご了承ください。

※カード決済の方
契約解除の場合、キャンセル事務手数料
を決済金額の3～4％程頂戴いたしますの
で、予めご了承ください。

読み合せ済講師□ 生徒□

75万円のロイヤリティ支払いが
完了しないとスクールはできません。

mailto:parafuser.voice@gmail.com


PARAFUSE．スクール必修科目
・講師は、スクールを最低15時間実施。

・スクール生は、進め方・内容について認定講師にお任せし、受講スケジュール調整をする。

・生徒が施術を受けたことがある場合でも、担当講師から必ず100分の施術を受ける

スクール内容一連の流れ〈推奨〉

①3時間 必須座学

＊PARAFUSE.とは

＊脳脊髄液の働き（外部への表現は禁止）

＊クレド（人として自分と向き合う時間）
＊施術に関する注意点とQAについて

＊インテグリティ（禁止用語・セラピストとしての在り方）
＊がんちゃん先生のスキルアップ動画を一緒に視聴

②足→ドライ頭・顔→デコルテ→（洗顔）→

オイルフェイス→カッサ→パック・包帯→腕→仕上げ

※どこにアプローチをかけているか、位置、圧や強弱など丁寧に

※自信がないところは講師に伝えて集中して繰り返し練習

➂100分フル施術で試験実施

④試験合格後クレド記入（人として・セラピストとして決意表明）

恵美子先生の動画やテキストが基本ですが、講師はお客様ファーストで教えているため対象人物により順番や回数
など多少の違いがある場合があります。
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スクール時の練習相手はPARAFUSER.もしくは親族のみ

15時間の指導
メンバーガイド読み合わせ完了報告

講師用

生徒用

読み合せ済講師□ 生徒□



施術動画・テキストの取り扱いについて

・恵美子代表が施術する動画については今後自身の学習用として使用

※以下厳守※ 
＊他人に見せない

＊PARAFUSER.どうしであっても見せあうことは禁止

＊転送禁止

・動画がない生徒に関しては

講師の施術動画撮影可能＋テキストを使用し学ぶ

・テキストにはメソッドがすべて詰まっているため厳重管理

印刷は可能（特に外部での資料印刷は注意）

複写・コピーは禁止

1人1セットのみ

印刷した時点でペンで名前記入

紛失しないよう管理の徹底

◆メンバーガイドには、活動に関する殆どのことが記載されています。

よく確認して取り組んでください。
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スクールテキスト
ダウンロード

読み合せ済講師□ 生徒□



質問等問い合わせ

①講師（師匠）へ連絡・相談

②PARAFUSE.事務局LINEへ （9時～21時まで）

お名前：

件名：

内容：
を簡潔にご記載の上、ご連絡ください。
※内容によって各担当者に確認してのお返事となります。

また、原則お電話対応は出来ません。

③PARAFUSER.VOICEセンター
03-6277-0551 （5分以内）

（直接電話でお話が必要な場合）

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY 16

PARAFUSE.事務局

◆PARAFUSE.オープンチャットは、必ず目を通してください！
（許可なくオープンチャットには投稿できません）

◆スクール終了後はアフターフォローコミュニティにも参加してください。

読み合せ済講師□ 生徒□

アフターフォロー
コミュニティ



PARAFUSE.クレド
PARAFUSE.クレドは企業理念や目標でありません。

【セラピストとしての心情・心の在り方・想い】

〈PARAFUSE.の心臓部分。素晴らしい技術＋心の在り方を持つ、本物のセラピスト集団〉
・生徒さんにはスクールスタート前もしくは座学中に恵美子代表が発表している

クレド動画をチェックするように指導

・8つのキーワードについての代表の思いを心で感じ、
ひとつひとつのキーワードをどう捉えて、どんな想い
を抱くか
＊セラピストとして
＊自分や家族、自分はどうありたいか？
＊お客様、誰に届けたいか？
＊PARAFUSE.の仲間に対して

心の感じるまま自分自身でまずは感じたことを
スクールスタート時と試験実施時に決意表明。

クレド筆記に正解や不正解はなく、
感じることや想いをなるべく多く記入・宣言してください。

心の在り方、ホスピタリティは日々磨かれます。
素晴らしい技術とセラピストの在り方を日々高められる

プロフェッショナルになられてください。

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY 17読み合せ済講師□ 生徒□



PARAFUSE.クレド～１～
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【愛のある人】
・私は常に『胸の奥にあるか温かい場所』を感じながら生きていきます
・私は損得勘定なく、無償の愛を与えられる人を目指します
・私は日々『愛とはなにか？』を探求し続けます

【笑顔溢れる人】
・私は自分を大切にしながら、どうしたらみんなが笑顔になるのかを考え行動します
・私は鏡の中の自分に笑いかけ、そのままの自分を認めます
・私は『頑張る』のではなく、何事も笑顔で『顔晴る』ことを心がけます

【挑戦できる人】
・私はセラピストとしてのプロ意識をもって絶えず学び、成長し続けます
・私は柔軟な発想と閃きを大切にし、高い行動力を発揮します
・私は今の自分を超えていく熱い情熱を抱き、高い目標にチャレンジします

【自主性のある人】
・私は仲間や自分自身の持つ無限の可能性を信じ、勇気をもって挑戦し続けます
・私はプロのセラピストとして自ら考え、行動する覚悟を持ちます
・私は様々な価値観を認め尊重した上で、自分を生かした決断をしていきます

以下は、恵美子代表がご自身として持っているクレドに基づいた考えです。

読み合せ済講師□ 生徒□



PARAFUSE.クレド～２～
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【信頼できる人】
・私は自らの体験を持って、安心・安全な知識と技術を提供します
・私は純粋な心で寄り添い、ニーズに合った満足いただけるサービスを提供します
・私は誠実であり、物事を思慮深く見極め、最善の努力をします

【共感できる人】
・私は一人一人の心に寄り添い、本来の健康と美しさを引き出します
・私は会話と心のキャッチボールを大切にしていきます
・私は出会いに感謝し『気と気の交換』つながりを大切にします

【平和を願える人】
・私は素晴らしい未来を想像・創造し、自立支援に参加して苦しむ人々の力になります
・私は『HAND＆PEACE』を通して笑顔と幸せと感動を届けます
・私はまだ会ったこともなく、まだ見ぬ人の幸せを願い続けます

【感謝できる人】
・私はPARAFUSE.のセラピストであることに誇りと感謝の心を忘れず、プロとして行動

します
・私は『周りの人々がいるからこそ自分が在る』ことを自覚し感謝と謙虚な姿勢を持ち

続けます
・私は『当たり前にある事』こそ『有難い事』なのだと自覚しすべてのことに感謝します

以下は、恵美子代表がご自身として持っているクレドに基づいた考えです。

読み合せ済講師□ 生徒□



PARAFUSER.(セラピスト)として

・プロフェッショナルの定義を持ち、プロとしての自覚と覚悟を持つ。

・不明点や疑問については自分で調べ学びを深め続ける。

（それでも分からない場合は師匠や事務局へ問い合わせる）

・自分自身が施術を楽しむ、喜ぶ、笑顔でいる。

・本気でお客様と向き合うこと。

どれだけたくさんの笑顔が作れるか愛を届けたかが収入にもつながる。

・お客様のお金は『縁』であり『円』。ご縁に感謝しありがとうをお返しする。

・恵美子代表や師匠の『愛』に依存せず、PARAFUSE.はひとつの手段であり

成長していくのは、自分自身であることを忘れてはいけない。

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY 20読み合せ済講師□ 生徒□



PARAFUSER.のみが利用できる店舗１

【白金台駅前店】

〒108-0071

東京都港区白金台3-16-36

ウィン白金台701 PARAFUSE.

03-6277-0551

4階（練習・スクールのみ）

レンタル代 ￥3,000（2時間）

7・8階 完全個室(３部屋)

8階はスクール利用も可

レンタル代 ￥4,000（2時間）

管理・予約担当

川相有紀 深澤加菜
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地下鉄三田線/南北線白金台駅から徒歩３分

駐



白金台駅前店託児
（詳細はグループLINEにて）

合宿・施術時に利用可能（出張ではありません）

¥500/時間で何名でもOKです。

（駅前・新プラチナ・広尾LABO利用時）

〈利用方法〉

1．保育士及び託児利用の方は

PARAFUSE.事務局LINEに託児グループLINEへの参加依頼

2. 参加後に託児の日時指定して依頼

3.保育可能なメンバーがいれば依頼成立

4.利用金額の支払い（白金駅前の有紀先生・加菜先生に）

※託児は、施術中を対象に月3回まで１時間¥500

４回目から１時間¥2500（税込）

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY 22読み合せ済講師□ 生徒□

PARAFUSE.事務局



【プラチナ店】

〒108-0071

東京都港区白金台4-9-23

ツツイ白金台ビル3階

半個室（5部屋）

レンタル代 ￥3,000（2時間）

管理・予約担当

四方杏奈

PARAFUSER.のみが利用できる店舗２
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地下鉄三田線/南北線白金台駅から徒歩３分

駐



【PARA BEAUTY LABO】

〒150-0012

東京都港区渋谷区広尾5-25-12

バルビゾン72 2F

完全個室3部屋

レンタル代

￥5,000（2時間）

管理・予約担当

深澤加菜

PARAFUSER.のみが利用できる店舗３
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地下鉄広尾駅徒歩５分

駐



PARAFUSE．情報共有メインツール①

代表もしくは事務局の許可を得たセラピストのみ情報配信可能

チャット名は漢字フルネーム/ディプロマ番号/

御顔の確認ができる写真

※ルール外の登録の場合は予告なく削除させていただきます。

参加できないメンバー（格安ＳＩＭ利用・海外在住）は、

メンバーサイトを日頃からチェックしてください。

オープンチャット「PARAFUSE.」

https://line.me/ti/g2/ubSd8S0mlp8E-
rtYVsTpbA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

参加コード：para0508
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スクール生は合格後、ディプロマを取得してからオープンチャット並びに地方LINEへとご参加ください。

読み合せ済講師□ 生徒□

https://line.me/ti/g2/ubSd8S0mlp8E-rtYVsTpbA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


情報共通ツール①オープンチャットの登録について

LINE PARAFUSE．
オープンチャットに

入っていないメンバｰの方は、
師匠に招待してもらいましょう。

ディプロマ番号を得たら

Parafuser.ｃom

メンバーサイトに登録ください。

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY
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読み合せ済講師□ 生徒□



PARAFUSE．情報共有ツール②

地方ＬＩＮＥ（主な地方ＬＩＮＥ）

北海道東北・関東・東海・北陸甲信越・関西・中国四国・九州・沖縄

〈運営内容〉

・アフターフォロー・スクール、練習会開催情報共有

・全体（オープンチャット）に流れた情報を共有し理解を深める場

・エリア特定での施術・スクール希望に対する迅速な対応

・重要事項、必要情報掲載

☆遠方の生徒がいる講師は必ず地方LINEが存在することを

お伝えください

地方LINE招待希望の場合はPARAFUSE.事務局へ依頼
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PARAFUSE.事務局



PARAFUSE.情報共有ツール③

パラコミュ

(PARAFUSE.communication)

PARA COMMUとは、PARAFUSE.の近況
と近い将来についてお伝えする

PARAFUSER.のための月刊WEBニュー
スレター。

PARAFUSER.のボランティア活動報告や

恵美子先生のメッセージ、活動注意事項

など重要情報をお届けします。

◆メンバーサイトにて過去の
PARA COMMUを掲載しています。
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PARAFUSE．情報共有メインツール④
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PARAFUSER. ONLYメンバーサイト

【動画解説】
メンバーサイト登録⽅法

【出来ること一例】
☑️施術動画視聴
☑️オリジナル施術音楽ダウンロード
☑️テキストダウンロード
☑️請求フォーム
☑️メンバー限定ショッピング

ディプロマ取得後
https://www.parafuser.com/

【学べる・使える事一例】
☑️アカデミー講習関連
☑️スキルアップセミナー動画視聴
☑️カウンセリングシートダウンロード
☑️SHOP関連
☑️メンバーガイドダウンロード

読み合せ済講師□ 生徒□

Q&A他情報盛りだくさん。
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MEMBER SHOP GUIDE
メンバーサイト内、SHOPよりPARAFUSE.オリジナル商品が購入可能です。

SHOP専用振込先 ※注文番号を振込名義の前に入力
三井住友銀行 目黒支店 普通 7385560 パラディインターナショナル(カ

PARAFUSE.オリジナル白衣
※レディース・メンズ共にサイズ展開あり

詳細はショップ内にて。

施術に欠かせないアイテムも含めこちらで購入できます！

PARAFUSER. ONLINE SHOP

銀行振込明細書添付フォーム | PARAFUSER.MEMBERSITE

スクール生の方は師匠を経由してお買い求めください。

読み合せ済講師□ 生徒□

サイトでの提供価格はPARAFUSER.価格で、
一般価格ではありません。

https://parafuser.myshopify.com/
https://www.parafuser.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%8C%AF%E8%BE%BC%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0


ＳＮＳについて
＊SNSでPARAFUSＥ．を本業にされている方は、名前をフルネームで記載

※お客様や生徒をご紹介する時にフルネームでご案内するため

＊アイコンは基本的にご自身の顔写真、プロフィール写真を使用

＊副業・理由があって顔出し、名前出し禁止の方

◆スクール生⇒プロフィール欄に講師名を記入

〈例〉＠parafuse.emikofujikawa のスクール生

◆セラピスト⇒どこで活動中かを記入

※個人が特定できない場合は直接ＤＭ・地方ＬＩＮＥにてご連絡させていた
だく場合がございます。

※PARAFUSE.事務局LINEにインスタグラムのスクショと共に一言知らせる

〈例〉

副業の為、名前・顔出しできず＠parafuse.kumamotoアカウントは

●●〇〇です。

＊SNS自己紹介・プロフィール

○○県初！○○県で認定講師1号…など事実と相違ない点の使用は可能
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× 他のスクールついての募集は禁止（契約書違反となる恐れがあります）

※Instragram PARAFUSE.アカウントの掲載ルール

◎ サロンや個人で提供しているメニュー記載はOK



料金設定について（ＳＮＳ掲載）

《モニター価格》

＊値引き後の金額をＳＮＳには載せることはNG
＊期間、人数制限、回数制限を設ける

※不明であったり、不安がある場合は師匠・本部へ相談

※毎月〇名キャンペーンは一定期間の限定ではないため不可

＊DMやSNS、LINEなどのやりとりへ誘導、対応する

＊【初回のみ】最大30％引きまで実施可能
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広告例： ✖ Instagramのストーリーで4回セット60,000円と金額を流す
〇4回まとめてのご予約で△％OFF！詳しくはDMにてお伝えします

ホットペッパー利用サロンは割引率での記載を徹底してください！

※お友達価格については、規定はございませんが公にはせず施術を受けた方へも、
口外しないようお約束されてください。セラピストご自身、またはPARAFUSE.
全体の価値を下げることに繋がってしまいます。

読み合せ済講師□ 生徒□
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SNS掲載について

読み合せ済講師□ 生徒□



禁止用語

【禁止用語】

景品表示法違反は業務停止にはなりませ
んが、広告内容訂正、生徒にも周知させ
る義務、罰則規定として課徴金支払いの
罰則があります。

・セラピストは以下の言葉が使えません
「マッサージ」「矯正」「骨格調整」
「頭蓋骨調整」「骨が動く」
「デトックス」「完全」「完ぺき」
「絶対」「永久」「保証」「必ず」
「万全」「世界初」「日本初」「世界
一」「日本一」「超」「業界一」「当社
だけ」「他に類をみない」「抜群」「最
高」
「最高級」「極」「一級」「治す」
「治る」「治療」「療法」「医学的」
「医療」「診察」「診療」「診断」
「効く」
などの表現をすることはできません。
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2021年8月1日の薬機法改正により、医師法、景品表示法に
ついてもより慎重な表現をする必要が生じています。

お客様が、実際の体験にもとづく事実を公表等することは自由です。
使用禁止ワードをSNS上において#タグでの利用することも誤解を招くため厳禁です。

読み合せ済講師□ 生徒□

・不安で気分が優れない

/更年期障害

鬱/うつ



認定講師合格後①-1〈写真撮影〉
プロフィール写真の撮影をする為、専属カメラマンの鳥居奈津子先生に連絡

《写真撮影のすすめ》

認定講師になった先生は早急にプロフィール撮影

場所⇒池袋駅徒歩3分 スタジオアペックス

衣装⇒PARAFUSEのポロシャツ又は白衣、白衣がジャケットの場合はインナーは必ず白

認定講師バッジ
※ポロシャツＳ・Ｍ、ジャケット女性用Ｍとバッチはレンタルあり

金額⇒撮影代金¥16,500（税込）

※ヘアメイクなしは、¥15,500（税込）

PARAFUSE.以外のお客様の撮影代金は¥20,000（税込）

※予約につきましてキャンセルを繰り返す先生方が目立ちます。
行ける日時をしっかりと把握し予約をするようにお願いします。

遅刻やキャンセルはしないようにしてください。
PARAFUSE.だけのスタジオではありませんので常識の範囲でお願いいたします。

鳥居奈津子先生

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-15-2 武蔵屋ビル2階
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認定講師合格後①-2〈写真撮影〉地方版

プロフィール写真
〈地方の先生方〉

東京での撮影が難しい場合

＊証明写真ではなく解像度が高いプロフィール撮影という

ことをカメラマンに依頼

※名刺など作成する際に解像度が低いと画像荒れするの

を防ぐため

＊撮影の衣装

ポロシャツ、白い襟付きのシャツか、ジャケットの場合

はインナー白厳守。バッジは左胸必須

〈オフィシャルやホームページ掲載不可プロフィール写真〉

・スマホでの撮影

・自撮り

・私服撮影（統一性のない服）
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撮影参考写真
カメラマンに見せるとスムーズです。

読み合せ済講師□ 生徒□



認定講師合格後②認定講師フォーム

《PARAFUSE.認定講師登録フォーム》

https://formok.com/f/6cdb81mt

※ディプロマ・写真がそろった時点で登録

ディプロマ番号下4桁が必要

※登録する写真はスタジオ撮影

（白衣装・ポロシャツまたは白衣、バッジ着用）のもの

※以下変更がある場合は最初から登録し直す

・活動場所変更

・写真の変更

・スクール金額の変更

・サロン名追加・変更

認定講師登録フォームは必須ではない

ダブルワーク・副業禁止の方もいるため登録フォームへの掲載は自由
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Official Site内PARAFUSER.一覧に順次掲載されます。
https://www.parafuse.org/parafuser

読み合せ済講師□ 生徒□

https://formok.com/f/6cdb81mt
https://www.parafuse.org/parafuser


認定講師合格後③オフィシャルインスタグラム

以下の内容をご連絡ください。

見出し：PARAFUSE.のオフィシャルInstagramへの掲載依頼

必須内容： ＊インスタグラムのアカウント名

＊活動場所＊持っている資格 ＊写真 P35の写真撮影を参考に

バックが白でポロシャツ＋バッチをつけてプロに撮ってもらったものが好ましい
※掲載は必須ではありません ※ダブルワーク・副業禁止の方もいるため掲載は自由です

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY
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@parafuseofficial

写真撮影後にデータを恵美子代表の個別LINEに連絡。
※講師の方は代表のLINEを教えてあげてください

◆変更箇所や付け加えたい内容はこちらのフォームにお願いします。

Instagram修正・変更依頼フォーム

読み合せ済講師□ 生徒□

https://www.instagram.com/parafuseofficial/
https://forms.gle/6j5bUfBD6Pyu1ieFA


PARAFUSE．アフタースクール

15時間終了し認定講師になった後のアフタースクール受講は自由

本部実施のアフタースクール内容

・新技習得、更新

・講師講習、パラチェック講習、脳科学活用講習など

・各質問に対する対応

・恵美子代表によるオンラインダイレクトアフタースクール

・PARAFUSE.チャンネル

(https://youtube.com/PARAFUSE.）

・美容整体講習の提供

川相有紀先生を主とした、他認定講師により駅前店にて受講可能。スケジュールは
オープンチャットを確認ください。

個々に技術チェック・メンタルフォローなどのアフターを提供されている講師もいますが、

提供に関しては義務ではありません。
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https://youtube.com/channel/UCqINDPvRzoOntidYl8rU_ug
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アフターフォローコミュニティについて

アフターフォロー
コミュニティ

①美容整体のアフターフォロー強化
PARAFUSE.の美容整体メニューのアフターフォローを行います。
・猫背調整
・バストアップ
・脚痩せ
・内蔵調整・お腹痩せ

②仲間とのコミニュケーション強化
住んでる場所も年齢も全く違うみなさん。
PARAFUSE.に入らなければ出会えなかった仲間達。
その出会いの場所の1つが合宿であったと思います！
美容整体のアフターフォローの場が合宿のようにみなさんの
交流の場となるようにもして参ります。

③不安解消強化
メンバーサイトやオープンチャットを見ても分からない事や不安、悩みなども
解決出来る場にしていけたらと思っています！

6月1日に新しく開設！
皆さんの学びと繋がりを深める
コミュニティです！
今後様々な企画を検討中です！
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・参加は、PARAFUSE入りのアカウントのみ
・スクール生は、師匠からセミナーアカウントにリクエスト依頼。

リクエスト時のDMには以下内容記載してください。
❶師匠のフルネーム
❷ご自身・生徒のフルネーム
❸ディプロマ番号(スクール生はスクール契約日もお知らせください)
❹電話番号

PARAFUSE.セミナー

Instagramを活用した @parafuse.seminar(PARAFUSE.セミナーでも検索可能）
では、恵美子代表のダイレクトセミナーや事務局からのお知らせを随時更新。
様々なオンラインセミナーを開催予定です。

PARAFUSER.ONLYの非公開アカウントとなります。
投稿やLIVEを見るためには、
事前に申請が必要ですので、ご注意ください。

読み合せ済講師□ 生徒□



PARAFUSER.のためのスキルアップセミナー
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43

PARAFUSER. Mermber Site

メンバーサイト登録方法 P28参照

講習関連タブ内「スキルアップセミナー」より
スキルアップセミナー | PARAFUSER.MEMBERSITE

・石川亜矢子先生（がんちゃん先生）セミナー

・税理士による確定申告入門
・可能性アカデミー増田学長によるスキルアップセミナー

外部講師による、スキルアップセミナーも公開中！

・小規模事業者持続化補助金ガイド

・センスアップスキルルーティン

読み合せ済講師□ 生徒□

※動画の補助金では、マーケティング費用の補助金を中心に案内。
スクール費用は本動画セミナーで案内の補助金では獲得できません。

https://www.parafuser.com/
https://www.parafuser.com/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC
https://www.parafuser.com/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC
https://www.parafuser.com/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC


師匠以外の講師への施術体験依頼

別の講師へ手技を学びに行ったり施術を受けにいくことは可能

講師がボランティアにならないよう必ず対価をお支払いください。

＊施術をお客様として受けにいく場合

各講師の設定金額 例）100分￥16,500

＊手技確認などのトレーニング

金額はスクール担当する講師と相談 例）1時間￥5,000

※担当講師が15時間指導とは別に他の講師の手技を学ぶことに問題ありません。

・手の当たり方の違い

・圧の違い

・強弱のつけ方

など体験を増やしてください。

オールハンドであるからこそ
1人1人の手の感覚や圧は異な
り積極的に様々なセラピスト
の手技を体感し学ばれたこと
をお客様に生かしてください。

＠2022 PARAFUSE.ACADEMY
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スクール生紹介料について

スクール生の紹介をした場合の紹介料は、スクール費用から講師が得る金額

（例：税込150万円×50％＝75万円の30％＝225,000円）

PARAFUSE.からの紹介も紹介料が発生します。

お客様（施術）の紹介した場合の紹介料は、材料費等を引いた金額の30％

（例：施術￥16,500－レンタルサロン2時間￥３,000＝￥13,500

￥13,500の30％＝￥4,050を紹介した先生へお支払い

お客様を施術された先生は紹介いただいた先生へ速やかに詳細報告、

支払い方法は各自話し合い決定

※紹介料が発生する場合は紹介したいと連絡をいれた場合のみ適応

※トラブルを避けるため、状況判断し、このシステムについてお客様に説明が必要

紹介か紹介でないか不明瞭な場合は事務局にご確認ください
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紹介管理フォームはこちらから：講師間の紹介管理 | PARAFUSER.MEMBERSITE

読み合せ済講師□ 生徒□

https://www.parafuser.com/%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E9%96%93%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E7%AE%A1%E7%90%86


お客様の紹介について

お客様 Ａ先生
（例：お客様が

遠方または施術できない）

①アポイント

Ｂ先生
（例：本部・地方講師）

Ｃ先生
（例：お客様が
ご希望される地域の先生）

②適任の先生
の斡旋依頼

➂Ｂ先生からＡ先生
へＣ先生を紹介

④Ａ先生からお客様へ
Ｃ先生を紹介

⑤お客様からＣ先生に連絡（お客様の自由）
⑥お客様が来たことを必ずＣ先生からＡ先生へ伝える
※初回のみ顧客紹介料３０％を紹介者に支払う。

※たくさんの先生をまたぐ場合は良
識をベースに協議してください。

※Ｂ先生を通さずＡ先生とＣ先生のやりとり可
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紹介する側 紹介される側

紹介管理フォーム

読み合せ済講師□ 生徒□



芸能人・著名人への施術について

・合格前のスクール生の著名人への施術オファーは厳禁です。
・施術される先生のみ芸能人のメンション可能（ご本人への許諾必須）

・第三者のリポスト及びメンションは商業利用にあたるため、禁止

・インスタグラマー、ユーチューバー、著名人の無償・有償で施術す

る場合後々のトラブル回避のために肖像権使用同意書への書面を

一筆いただく
※メンバーサイトより、ダウンロードください。
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※注意※
オープンチャットのノートに記載がある方へのDM送付や、
SNSでの発信、又はご紹介はお控えください。

芸能人・著名人への
施術申告フォーム

読み合せ済講師□ 生徒□

https://forms.gle/8DszFhP6jVWnuRQo7


取材や撮影について

＊有料での取材は一切応じない、取材は無料のみを基本とします。
＊TV・Radio・Youtube・コラム・他SNSの撮影や取材がある際は以下の
フォームより申請し、動画や、原稿については事務局への事前確認は露
出前に必須です。
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取材・撮影申請フォーム

※手技が流出しないようご注意ください。手技は、全てモザイク加工してください！

（責任問題に発展します）

【説明文例】
脳洗浄®は、頭がスッキリする施術で、痛みはありません。
脳洗浄®を作られた藤川代表が約30年間美容業界にいるのですが、エステティックと
整体からなる新しい施術です。
100分の施術ですが、ヘッドスパとは違ってまず足から緊張をゆるめていきます。
オリジナルの音楽と天然の香りで皆さん眠ってしまいます。
オイルを使って老廃物をさらに流していくので全身の浮腫みがスッキリして驚かれます。
1ヶ月間に4回施術を受けるとスッキリ感が持続して毎日の眠りが深くなります。

読み合せ済講師□ 生徒□

https://forms.gle/fYz5UKptWtxohD4m7


PARAFUSE.の看板・店舗・店舗名

【PARAFUSE.の看板、店舗】

＊看板が出せる状態の店舗にて

PARAFUSE.やロゴの看板、パネル等を出すのはＯＫ

＊お店のネーミングはご自身の好きなサロン名でＯＫ

【店舗名について】

＊本店はPARAFUSE.白金台本店

＊お店を構える場合は

例）PARAFUSE.熊本〇〇〇店(〇〇〇は場所名でもご自身が付けられた
名称でも可)

大きな都市、都道府県名を使用はNGとなります。
✖️PARAFUSE.大阪 ✖️PARAFUSE.名古屋

〇PARAFUSE.名古屋栄店 〇PARAFUSE.東京板橋店※行政区名までつける
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※本店という記載は使用不可

読み合せ済講師□ 生徒□



PARAFUSE.チラシ
チラシを配布するエリアはご近所から始めてみましょう！

【チラシ作りについて】

チラシを自身で作成してポスティングする場合

チラシには能動的媒体と受動的媒体があり、ポスティングは
受動的媒体となるので、ビフォーアフターの掲載は
違法となります。

受動的媒体

ポスティング。チラシを持っていくよう促す

レンタルサロンに置いてもらうなど売る側が動いて広告

能動的媒体

お客様の意思でチラシを持っていく

お客様がお客様にチラシを渡す

能動的媒体ビフォーアフターの掲載は可能

チラシを持っていくことを促した時点で受動的媒体となり違法

施術風景やスクール風景がチラシとしては無難となります。

ＳＰＥＣＩＡＬ！
恵美子代表が、直に、作成チラシの赤ペン先生をしてくれます！
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Check Point
・税込表記
・支払い方法
・カード決済可能か
・営業時間
・男性への施術可否
・メディア情報
・自己紹介
詳しくは次のページに！

参考資料

読み合せ済講師□ 生徒□
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PARAFUSE.チラシ
●推奨文章（薬機法に触れないように、この文章を元にアレンジください）

心地よい眠りに導く痛みのない施術で全身の老廃物を流していき自律神経を整えていきます
(※「頭の老廃物」と記載している先生がいらっしゃいますが、「全身の老廃物」です)

こんなお悩みはありませんか？
・よく眠れない
・頭がズキズキする
・顔の歪み、浮腫み
・肌荒れ
・目の疲れ、かすみ
・歯ぎしり
・日中のパフォーマンスUP

etc
(↑思いつく関連することを書い
ておけば、何かしら当てはまる
ので興味を持ってもらえる！)

●よくある質問は、先に記載しておく！
・パーキングがあるか
・営業時間
・定休日
・男性可かどうか
・支払い方法(カードの種類も)
・総額表示方式のため金額は税込表示にする
※４回コースの金額も記載する
※初回に限り30%オフ(４回セット料金も)

●チラシを作成する際の注意点
・PARAFUSE.は美容整体です。
・円を縁と書かない。
・脳洗浄は商標登録されているから®マークを。

●POINT
・自己紹介は、子どもがいるとかではなく、好きなこ
とや趣味など、自分がどんな人物なのかがわかる内容
にする。
・写真は施術着かポロシャツ着用、オフィシャルサイ
トの写真などの「プロ」に見えるものを使用する。
サロンの写真もあるとより雰囲気が伝わる。
メディア情報も入れる
・雑誌掲載情報・テレビ出演・新聞掲載など

・住所は細かく記載しなくてOKですが、電話番号は必
ず掲載すること。
※QRコードのみでは、使えない方もいるので、文字情
報は必須です。
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トラブル・事故・災害が発生したとき
●至急・緊急案件発生時は、PARAFUSER.VOICE.センターに連絡

【トラブルが発生した場合】

・予約トラブル ・料金トラブル

・紛失トラブル ・肌、好転反応によるトラブル

（トラブルが発生しないよう事前にお客様にも説明をしっかりしておく）

お客様の怒りや不安が収まらないようであれば、VOICEセンターまで。

【事故が発生した場合】

・ベッドから落ちて腰を打った

・オイルが合わずに炎症がでた

・爪でけがをさせてしまった

・病気の発作が起きた

真摯に誠実に対応し大きなトラブルになる前に事務局へ報告

【災害が発生した場合】

お客様とセラピストの安全の第一に被害にあわない場所などに避難

避難の導線を把握しておく

※エステ保険は各自で加入
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※個人に関する、メンタルの不調などのお悩み等にはお答えできかねます。
医師、または行政、弁護士や、警察等に直接ご相談をお願いします。

読み合せ済講師□ 生徒□
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お客様の施術に関する注意点

＊お客様の体調や状態によって異なるため安全・安心な施術を心がけてください。
＊私たちは治療家ではないので、疾病がある場合は、お客様自身に主治医への確認を

いただいてください。事務局に各症例に対する対処法を問われてもお答えしかねます。
＊お客様が不安にならないよう対話をし、カウンセリングをきちんとすることで、トラ

ブルを回避することができます。

【敏感肌のお客様への施術について】
PARAFUSE.では脱石油の化粧品を使用を推奨していますが、
敏感肌のお客様には普段自分が使用されている化粧品を持参をご相談してみてください。

【美容整形後の施術について】
※一例※
＊ハイフ 2週間後～
＊ダーマペン 2週間後～
＊ピーリング 1週間は酵素洗顔を行わない

【妊婦さんへの施術について】
PARAFUSE.の施術は妊婦さんでも問題なく実施可能。
妊娠中に押してはいけない部位があります。

また足を落とす施術・揺らす施術も避けることに留意してください。
なお、状態によっては施術不可となる場合もあります。

ここに記載しているものは、ほんの一例です。
些細なことでも、必ずメンバーサイト内、Q＆Aを確認してください。

読み合せ済講師□ 生徒□
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よくあるご質問～１～
Q.動画を見ただけでメニューに取り入れてもいいのか
A.師匠がメニューに取り入れている場合は師匠から習ってください。今後の本部提供の

美容整体スクールに参加されるのが望ましいです。

Q.施術動画はどこにありますか
A.メンバーサイト内または、インスタセミナーアカウントに掲載されています

Q.何歳から脳洗浄®施術できますか
A.7歳から可能です。料金は30分5500円（税込）にて提供されてください。

Q.初回割引はどこまでOKですか
A.初回30%オフまでです。脳洗浄®4回コースの場合も、初回に限り30%オフが可能

です。また、その際の金額はSNSに掲載不可です。

Q.施術で痛いと言われた時のどのように対応すればいいですか
A.まず最初に謝罪をし、施術中でしたら力をゆるめ優しく行う。施術後、次の日に再度

こちらから痛かった部分を聞いて対応する。
(痛み、赤み、腫れがおさまらないようなら病院へ受診をすすめる)

Q.骨盤調整はメニューに投稿出来ますか
A.現在メニューから外しております。

国家資格保持者のみ○○式など、PARAFUSE.とは関係のない独自のメニューとして提供
されてください。
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よくあるご質問～２～

Q.施術を提供してはいけない方はいますか
A.37.5度以上の発熱がある方/脳疾患直後の方/美容整形された直後の方
（期間を過ぎれば、その箇所はさけて施術が出来る場合がございます。）
その他、疾患をお持ちの方や妊娠期間の方は、かかりつけ医の判断を仰ぐよう
にお伝えください。

Q.好転反応とは何ですか？どんな症状が出ますか
A.身体が正常な状態に戻るために起こる一時的な状態の変化の事をいいます。
・身体のだるさ、眠気、逆に眠れない
・筋肉痛の様な痛み、腫れ、赤み
・尿の色が濃くなる、下痢になる
・頭がズキズキする、発熱、動悸、めまい
原因は
・血流が急に良くなる事により細胞が急に活性化された
・老廃物を排出しようとしている
対策は
・水分補給をして、ゆっくり横になる

からだを少し動かしただけで痛みが走り動けない、発熱が2日以上続くなど日常生活が
行えない場合は、念のため医療機関の受信をおすすめされてください。
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よくあるご質問～3～

Q.美容整体は必ず取り入れないといけないですか
A.マストではありません。代表が長年の経験からよりお客様に喜んでいただけたものを

提供しております。PARAFUSE.に入って良かったと思えるツールのひとつとして提供
しています。

Q.スクール生が参加出来るものはありますか
A.Instagramでのインスタセミナーにご参加いただけます。規約に則りご申請ください。

Q.スクール生が物販購入したい場合どうすればいいか
A.メンバーサイトからの購入となりますので、師匠が代理でご購入をお願い致します。

Q.PARAFUSE.のサイトにプロフィール載せるにはどうすればよいか
A.メンバーガイド内P37に掲載しておりますので、ご覧ください。

Q.メンバーサイトに入れません
A.PARAFUSE.事務局LINEにご連絡お願い致します

Q.住所変更、名前変更の場合はどこに連絡すればいいか
A. メンバーサイト問い合わせフォームからお願い致します

Q.ディプロマをSNSに投稿したいです
A.代表のサインを隠して投稿されてください
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よくあるご質問～４～

Q.ディプロマの申請方法は
A.メンバーサイト内のスクール完了申請をしていただくと、自動的に事務局より

発送されます。2021年8月8日以前のご契約の生徒さんはアカデミーの項目内に
ディプロマ申請がありますのでそちらから依頼をお願い致します。

Q.スクール費用の講師料はいつ振り込まれますか
A.スクール完了申請が双方行われて、事務確認等が終わり次第になります

Q.スキルアップセミナーはスクール生にみせてもいいですか
A.もちろん、OKです。ぜひスクールにてご活用ください。

Q.スクール費用のオンライン決済はどうやって申し込むのか
A.メンバーサイト下部、各種お問合せより質問区分を開きアカデミーカード決済を

選択されてください。

Q.20分の無料施術内容を教えてください。
A.内容は自由にきめていただいて、かまいません。



独立について
PARAFUSE.と関わりを持たずに独自に活動する、また、PARAFUSER.として活動し
ないなどの場合で、脳洗浄®のサービス提供終了をはじめに、PARAFUSE.の新技術
や情報等を得ることを自身から放棄することを独立とします。

（契約にあるように、独立されてもPARAFUSE.の手技・情報は秘密保持事項とな

り、他者へ事業として指導するなどは認めらません）

また、インスタグラムのアカウントからPARAFUSE.を抜いた時点で独立とみなすこととなり
ます。（特段の事情がある場合、事務局に相談ください）

独立した場合は、脳洗浄®を表したサービスの提供はできなくなります。

また、永久フォローなどを受けることができなくなります。

※アカウントにサロン名を使用している方はPARAFUSE．アカウントの作成義務があります。

※PARAFUSE．アカウントが存在しない方は確認ができないため独立とみなします。

※独立したセラピストがPARAFUSE.の技術を許可なく弟子として指導しても、当然その人物や弟子は

PARAFUSER.とは認められません。

PARAFUSER.になる場合は別途PARAFUSE.との契約が必要となります。

※脳洗浄®を、PARAFUSE.の許可なく第三者に指導すること、また、それを有償事業とし
た場合、全PARAFUSER.に損失を与えることとなり損害賠償の対象になりますので注意し
てください。
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本資料に記載のないものは、
担当講師または、事務局LINEにて

確認してください。
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