
※太枠は必ずご記入ください。
※プライバシーポリシー、ポイントご利用についてを読み、了承いたしました。

お名前

現住所
（〒　　　 - ）

性 別
　　年　　月　　日生

［ 歳］

生年月日（西暦） ご職業フリガナ

女  ・  男

フリガナ

2.ご相談内容の該当ジャンルの質問にお答えください。（複数回答可） 

10. カウンセリングでのご希望をお聞かせください。

□予算の範囲で、最も効果的な治療を提案して欲しい □短期間で効果的に悩みが解決できる治療を提案して欲しい
□費用や期間に関わらず、最高の提案をして欲しい

携帯電話番号

E-mail
※キャンペーンなどお得な情報について　　□希望する

＠

ご連絡先
自宅電話番号

（ ） ー （ ） ー

※基本的に携帯電話にご連絡させていただきます。

11.ご予算、ご希望のお支払い方法がございましたらお聞かせください。

ご予算　　　　□～¥500,000 □¥500,000～¥1,000,000 □¥1,000,000～¥1,500,000 □¥1,500,000～
　お支払い方法 　□現金　　□クレジットカード □デビッドカード □医療ローン（分割払い）

12. 具体的に手術をお考えの方で、ご希望の日程がある方はお聞かせください。 （   頃）

13. 本日のご予定をお伺いします。お帰りになりたいご希望のお時間がありますか？ （ 時まで）

14. 当クリニックをお知りになられたきっかけを教えてください。

□ご紹介（ご紹介者： ）　　□その他（ ）
□インターネット      ※メール相談 ニックネーム（ ）

プレカウンセリングシート

ご連絡方法

□顔　□上腕　□上腹部　□下腹部　□ウエスト　□腰　□胸部　□背中　□女性化乳房
□お尻　□太もも　□膝　□ふくらはぎ　□足首

□顔　□バスト　□ヒップ　□ペクトラル（胸板）　□上腕　□その他（   ）

1.ご希望の施術部位にチェックをつけてください。

2. 採取した脂肪でボリュームアップしたい部位はございますか？

□豊胸　□バストの若返り　□バストトップ（乳頭）　□バストのトラブル改善（□しこり／□シリコンバッグ）1. ご相談内容

2. 出産・授乳経験はございますか？ （ ）人 （ 年 月頃まで）

3. ご希望のバストサイズ   現在（ ）カップ → 希望 （ ）カップ

4. 脂肪を採取する際の希望部位 □太もも　□お腹　□その他（ ）　□なし

5. 乳がん検診は受けられていますか？  （ 年 月頃まで）

痩 身
に関するご相談

 ）
 ）　

 ）

□CRF注入　□セルチャー肌再生療法　□糸のフェイスリフト　□3Dセルリフト　□ヒアルロン酸／ボトックス注入
□フェイスリフト　□その他（ ）　□分からない

1. ご希望の施術部位にチェックをつけてください。
しわー□額　□眉間　□目尻　□目の下　□ゴルゴライン　□ほうれい線　□口元　□唇　□あご　□首　□手の甲　□その他（

たるみー□目の周り　□頬　□あご　□首　　くぼみー□こめかみ　□目の上　□目の下　□頬　□その他（

□クマ　　肌（  □シミ／□キメ／□ハリ／□つや／□毛穴／□くすみ／□赤み）　　□傷跡修正（ 部位：

2. ご希望の施術方法にチェックをつけてください。

若返り・傷跡修正
に関するご相談

バスト
に関するご相談



問診票

※よく読んで正確に記入して下さい。 わからない所はそのままで結構です。

※お薬手帳をお持ちの場合はコンシェルジュにご提示下さい。

□脳血管疾患　□心臓病　□腎臓病　□肝臓病　□胃腸病　□高血圧　□糖尿病　□喘息　□膠原病 

□がん（部位： ）　□その他の病気やケガ（病名： ） 　　

1. 今までに次のような病気にかかったことがありましたら○をつけて下さい。

今までに、美容皮膚科や美容外科を受診されたことがありますか？

クリニック名　　　 　　　　　施術内容  施術時期

2. 現在その病気は治っていますか？ ）

（ ）

 ）

（薬名： ）

kgcm

3. 現在も治療をしていますか？

□ケロイド体質　□出血性素因　□自律神経失調症

4. 手術を受けたことがありますか？

5. 現在飲んでいるお薬があればお書き下さい。

□卵　□大豆　□キウイ　□ゴム　□アルコール

□痛み止め（ ）　□抗生剤（ ）　□その他（ ）

1. アレルギーはありますか？

2. 特異体質はありますか？

3. 貧血と言われたことがありますか？

4. 麻酔の経験がありますか？

5. お身体に金属の埋込（歯科用インプラントやチタン等）をしていますか？

  タバコ【   　本 ／ 1日  】　　お酒【  ／ 週　  回 】6．喫煙／飲酒についてお聞かせください。　

病 歴

身 長

施術歴

体 重

体質・習慣

1. ご家族に心臓病の方はいますか？

 2．ご家族に麻酔や手術で異常のあった人はいますか。
家族歴

女性の場合

年　　　　　月 　日 氏 名

以上をよく確かめて間違いなければ日付とサインをご記入ください。

年　　　月頃

年　　　月頃

年　　　月頃

年　　　月頃

年　　　月頃

  （病名：

 （手術名：

はいの方（　 　）

1. 現在妊娠の可能性はありますか。  最終月経日（ 年　 　月　 　日）



※こちらの欄にパスポートの顔写真と個人情報がわかるページの画像をお貼りください
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