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まなざしを印象的にする濃いまつ毛と、ふっくらとした女性らしい唇…。
成分にこだわったクリニック専売の美容液で、まつ毛と唇をボリュームアップ！

表情豊かなパーツが、女性の美しさを引き立てます。

魅惑の

ペロバーム ラッシュラッシュ

太く長く濃く。オールマイティな
美容液で安心の“マツイク”を

ベイビー リップ プランパー R+

エイジング
ケア成分

「レチノール」
配合

ふっくら透明感のある唇へ導く
刺激も香りも少ない日本製リップ美容液

1本（5ml）  3,000円（3,240円）

皮膚のターンオーバーを促進するエイジングケア成分「レチノール」配
合の唇専用美容液。皮膚科専門医である当院の小林美幸医師監修
のもと開発されました。唇をプランプ（ふっくら）させる機能に加え、シ
ワやくすみ・シミの改善も可能で、使い続けることによりメイクオフ後も
ふっくら透明感が続きます。また瞬時にボリュームアップする成分と、
ふっくらを持続させる成分を配合することで、より効果が長続き。さら
に2種の保湿成分が、もっちりとした唇に仕上げます。

1本（6.5ml） 5,800円（6,264円）

特許取得
「ハイブリッド
ペプチド」
配合

特許を取得した「機能性ハイブリッドペプチド（ペプチド複合体）」を
配合。毛母細胞を活性化してまつ毛の成長期を促進、年齢を問わず
自然で美しいまつ毛の育成を促す美容液です。またストレスや紫外
線による活性酸素から毛を守り、血液循環を高めて毛包への栄養供
給も促進。副作用がないことが実証されているため安心してお使い
いただけます。1日1回のご使用で、使い始めてから約４週間で効果
を実感できます。 Beauty Menu Line-up

もっとキレイに！春のスタート

広島院院長 中辻 隆徳医師 / 福岡院・広島院副院長 西田 真医師

Doctor’s Room新連載

“すっぴんDr.”小林医師の美肌レクチャー

特集

「自分にあったケアで、
素肌美人へ」

明日はもっと美しい［ミュウ］
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Vitamin

Breakfast

UV protection

春先は花粉＆紫外線に注意！

花粉症などで肌も荒れやすくなるため、普段
よりも優しくケアしてしっかり保湿を。外出
から帰ったら、顔についたアレルゲン、ホコ
リも優しく洗い流しましょう。またこの季節
から紫外線は強くなっています。日焼け止め
をしっかり塗り、さらにサングラスをかける
などの対策をしていき
ましょう。紫外線対策に
ついては次号詳しく説
明します。

ナノ化されたトレチノインを
0.05％配合しています。 シミ・
シワの改善に効果があり、トレ
チノイン製剤特有の反応（赤
みや皮剥けなど）が軽度な点
が特長です。使いやすいクリー
ムタイプ。

「すっぴんDr.」としてノーファンデーション主義を貫
く聖心きっての美肌の持ち主。日本皮膚科学会専門医。

自分にあっ たケアで、
  素肌 美人へ

「こすらない」「やりすぎ ない」「日焼けをしない」

熱海院院長 小林 美幸 医師監
修

ビタミンAの誘導体
トレチノインで美肌へ導く

今どきの女性はスキンケアにとても気をつかっています。ところが
私は敏感肌…と思っていても、実は洗顔やお手入れのしすぎで肌の
バリア機能を壊しているだけ、ということがあります。つまりそれは、
自分にあったスキンケアができていないということです。過剰な洗
顔は、肌をこする＝刺激になりますし、洗浄成分自体が刺激になって
いることもあります。基礎化粧品も、化粧水、乳液、美容液、ブースター
･･･といろいろ使えば使うほど、優しくしているつもりでも刺激にな
る可能性はあります。本当にその化粧品が必要ですか？ それによっ
てきれいになっていますか？ よくなっていないからとさらに増やし
て悪循環になっていませんか？ 改めていま見直してみましょう。

私がスキンケアで大切にしているのは、こすらない（刺激に気をつけ
る、やりすぎない）、日焼けしないことです。そしてもうひとつは、ビタ
ミンA（レチノールやトレチノイン）を“使える肌”にすること。例えば洗
顔は泡立てて優しくしていても、メイクを落とす際にコットンでゴシ

ゴシこすっている人もいます。年齢とともにバリア機能は落ちて肌が
傷つきやすくなっていますから、無意識のうちに肌をこすって、それが
くすみや乾燥の原因になっていることもあります。また、日焼け（紫外
線）が肌に大きなダメージを与えることはよく知られていますが、徹底
的に防いでいるという人はなかなかいないのではないでしょうか。
ビタミンAを“使える肌”とは、バリア機能が正常に機能している肌の
ことです。ビタミンAによるケアを行うと、肌は水分を抱えこんで
ふっくらし、コラーゲンも増え、ツヤのある健康的な状態になります。
しかし肌が多くの刺激を受けている状態で使うと、ビタミンAの副反
応であるカサカサや赤みがひどく出てしまい、痛くて使えません。だ
からこそ、「こすらない」スキンケアやメイクで日常的に肌を良い状態
に保つことが大切になってきます。

…ということで、やりすぎないケアが大前提ですが、年齢はもちろん、
季節やライフスタイルに合わせてスキンケアを変えることも重要で
す。洗顔ひとつをとっても、40代以降の女性は皮脂の分泌も少なくな
るため1日1回で十分でしょう。夜は優しくメイク落としをして洗顔
は泡で軽く。薄いメイクならクレンジングと洗顔を一緒に済ませる
洗顔料で1回だけで十分です。濃いポイントメイクは部分的にリムー
バーなどを使ってください。皮脂が多く、にきびも出て脂っぽくなっ
ているのであれば、朝も洗顔をしましょう。
また、洗顔料の洗浄成分がアトピー性皮膚炎など肌の弱い方には刺激に
なっているという報告もあります。洗顔は必ずしも必要なわけではな
く、人によってはメイクを落とすだけで洗顔不要の場合も。スキンケア方
法もそれぞれみんな違って、自分の肌状態にあわせて行えば良いのです。

自分にあったスキンケアできていますか？

適度な洗顔と、優しいクレンジングを

大切なのは「こすらない」「日焼けしない」

スキンケアの正解は「しっかり」？それとも「シン
プル」？この春、自分にあった正しいスキンケア
を始めて、美しい素肌を目指しませんか。

　皮膚の潤いを保つためには外だけではなく内
側からもビタミンAの摂取を。含まれている食品
はレバーやうなぎ、さばなどの青魚、乳製品、卵、
緑黄色野菜など。ただし偏った摂取はNGです。

　朝食は毎日きちんととりましょう。

　コラーゲンの吸収に必要なビタミンCも欠か
さずとりましょう。

買ったらすぐ冷凍し、電子レンジでチンしてポン酢をかけるだけ！
簡単においしくいただけるので、冷凍庫には常にさばをストックしています。

※冷蔵保存
※N-トレチノインは
　院内調合です。

1本（10g）
8,000円（8,640円）

N-トレチノイン
0.05％
（トレチノイン

  カプセル製剤）

健康や美容に役立つビタミン
C・ビタミンB群を主原料に、ビ
オチン、ヘスペリジン（ビタミン
P）や核酸（DNA）を配合。さら
に脳の働きを高める新成分
PQQをプラス。毎日の美と健康
をサポートします。

ビタミンCたっぷり
さらに脳機能改善効果も

60包入り 1万500円（1万1,340円）
30包入り 5,500円（5,940円）

ビューティー
エナジー
PQQプラス

食生活のここに注意！

先生おすすめ！  さばの食べ方

次号ではDr.小林スキンケアレクチャーvol .2「紫外線対策」をお届けしますcheck!

Dr.小林
スキンケア
レクチャー

vol. 1
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PVDF糸とセットで使用する針も心臓
血管外科仕様。特別な加工により刺通
性がよく、繊細な針運びが可能なため
組織ダメージの軽減が実現。

眉墨の
ライン

切除する余剰皮膚

心臓血管外科などで用いられている医療用縫合糸
（PVDF）をオリジナル糸として使用。柔軟でありなが
ら十分な強度を長期間保ち続け、また体内で分解
せず異物反応を起こしません。

切開方法を工夫することに
より眉毛を残し、眉下のライ
ンに沿って切開するため、傷
跡が眉毛に隠れてより目立
ちにくくなります。

フルーツを保護するネットから発想を得て開
発されたメッシュ状の糸（スレッド）は柔軟性
があり自然な仕上がりに。最新の医療用素材「PCL（ポリカプ
ロラクトン）」でできており、約2年をかけて体内に吸収されます。

料
金

20代女性。3点留め。術後1ヶ月。
厚ぼったかった一重が自然な末広がりの二重に。

Before After

20代女性。術後2週間。自然な変化で鼻先がスッキリと。

Before After

この春、進学や就職などで新しい生活をスタートする方
におすすめの印象アップ術は「二重埋没法」。髪の毛より
細い特殊な糸でまぶたを留めてご希望の二重ラインを
つくる、メスを使わない施術です。
なかでも「マイクロメソッド＋α」は腫れにくさと戻りにくさ
を追求して、糸の留め方や器具など細部にまでこだわっ
た聖心美容クリニックオリジナルの手法。ダウンタイムを
心配されていた方や周囲の目が気になって施術を諦め
ていた方にもご好評いただいています。また昨年には上
質で希少な糸（PVDF）を新しく採用し、さらに腫れやゴ
ロゴロ感を軽減。長く休みが取れない方にも、より安心し
てお受けいただけるようになりました。

目もとパッチリ 鼻筋すっきり

より華やかな春のスタートに向けたおすすめメニュー９選

マイクロメソッド +α アルファ

眉下リフト

40代女性。術後2ヶ月。たるみで重たい印象のまぶたが改善。目の開きも楽に。

Before

After

加齢によってまぶたのたるみが進行すると、目が小さく見
えたり、年齢を感じさせる要因になります。また視野が狭
くなるため目が疲れやすくなることも。まぶたのたるみを
改善する治療はいくつかありますが、その中でも眉下リフ
ト（眉下切開法）は、たるみとまぶたの腫れぼったさを同
時に改善できる一石二鳥の手術です。眉毛の下のライ
ンに沿って切開し、たるみの原因となる余分な皮膚や組
織、脂肪を除去。傷跡が眉毛に隠れて目立ちにくく、目元
の印象は変わらないまますっきりと自然に仕上がります。
加齢によって二重ラインが狭くなってきた方や、もともとま
ぶたの腫れぼったさが気になっている若い方にも適して
います。

眉下リフト

30万円（32万4,000円）
（オプション）脂肪除去を行う場合  ＋8万円（8万6,400円）

料
金

鼻の輪郭注射
1回  2万円（2万1,600円）

料
金

眉下切開で目立ちにくい

20代女性。術後1ヶ月。G-Meshを単独で4本使用。
自然な高さで綺麗な鼻筋に。

Before After

医療用の糸を通すことで鼻筋が通った美しい鼻を形成す
る、メスを使わない隆鼻術です。施術時間は約15分。糸は
ゆっくりと体内に吸収され効果は2年ほど持続、糸の本数に
よってボリューム調整も可能です。また糸を鼻の先端から入
れるため傷は針穴程度で、跡もほとんど残りません。ヒアル
ロン酸では満足できなかった方にもおすすめです。

G-Mesh（Gメッシュ）

小顔治療目的で使われる脂肪溶解注射で、鼻先か
ら小鼻までの余分な脂肪を除去し、鼻の厚みを減ら
してスッキリとした形に整えることが可能です。輪郭
注射はメディカルハーブが主成分で、腫れや痛みが
非常に少なく、施術も10分程度で済みます。

輪郭注射

最新素材をメッシュ状に

高品質で希少な糸を新採用！

植物や海藻由来のメディカルハーブ

New

西洋トチノキの種・ヒバマタ
（海藻）などが主成分。効能
が異なる3種の薬剤をブレ
ンド、効率よく作用し余分
な脂肪を取り除きます。

鼻孔周辺の軟骨を左右から縫い寄
せることで、丸く太い鼻先をきゅっと
尖った鼻先へ。糸は1週間ほどで溶
けるため抜糸の必要もなく、自然な
仕上がりです。

鼻尖縮小（団子鼻修正）

2点留め（両側） 16万5,000円（17万8,200円）
3点留め（両側） 18万5,000円（19万9,800円）
4点留め（両側） 20万5,000円（22万1,400円）

マイクロメソッド＋α（PVDF糸）

料
金

1本 5万円（5万4,000円）
1本追加（同日のみ） 3万円（3万2,400円）

料
金 30万円（32万4,000円）

鼻尖縮小（団子鼻修正）

Beauty Menu Line-up

POINT!

POINT!

POINT!

POINT!

G-Mesh（Gメッシュ）

※表示金額の（　）内は税込価格です。 ※表示金額の（　）内は税込価格です。

自然な印象のまま
まぶたのたるみをスッキリ

新生活がはじまる前に
理想のパッチリ二重に

特殊形状の糸を使用！
切らずに鼻筋を高く

余分な厚みや脂肪を減らし
スッキリとした鼻に

団子鼻を解消！
シャープに高く整える

04 05



広範囲をまんべんなく弱いエネルギーで照射、徐々に毛
包を破壊する蓄熱脱毛方式。従来の医療レーザー脱毛
より大幅に痛みを軽減しました。

初回限定“痛かったら”返金保証
万が一、照射時に痛みを感じた場合には全額返金
いたします。※指定の部位のみとなります。詳細はお問合せください。

1回の施術で、施術した箇所の30～40％の脂肪細胞を
結晶化し体外へ除去。1回でも効果を得られますが、より
高い効果を得るため当院では2回施術を推奨しています。
脂肪細胞の数自体が減るためリバウンドもありません。

ヒアルロン酸の効果は半年ほどのところ、プレミアムPRPでは3年
以上持続。5年、7年以上効果を実感しているという方も。

使用するのはPCL（ポリカプロラクトン）という柔軟な素材の糸で
す。異物感も少なく安全性が高く、糸とコーン・コグを一体化して
成型しているため保持力が強いのが特長。メスを使わないため
傷あとも目立ちません。

3波長の出力を一度に照
射できるので、毛根の深
さが異なる毛にも脱毛効
果を得ることができます。

コーンの両側面にコグを配置するこ
とで、接触面が増加。コラーゲンの
生成を促します。 コーン コグ

大きなコーンと側面のコグで長期持続を実現

40代女性。術後5ヶ月。
深く入っていたほうれい線が改善され、肌質も良好に。

Before After

40代女性。術後5ヶ月。
目の下の凹みに伴う段差が解消され若 し々い印象に。

Before After

40代女性。術後1ヶ月。
口元のたるみがすっきりし、頬やフェイスラインもシャープに。

Before After

40代女性。術直後。口元を中心に頬がリフトアップ。

Before After

症例数

突破！
43,000件
当院1番人気の施術

2019年1月時点手の甲

おでこ

眉間

頬

鼻下

目の下

首

インディアン
ライン

ほうれい線マリオネット
ライン

二の腕
あご下 ブラファット

ウエスト
お腹

お尻

膝上

太もも

広く弱く照射するから痛くない

ご自身の血液中に含まれる血小板を利用して、目の下のク
マやほうれい線などあらゆるシワや凹みを改善。「成長因
子」という組織を再生させる成分の働きで肌の組織そのも
のを増やす再生医療施術です。当院では蓄積されたノウ
ハウから、あらゆる症状に対応できる“聖心メソッド”を確
立。一人ひとりの症状に応じて微調整するオーダーメイド
形式により、優れた効果と高い満足度を実現しています。
2～3ヶ月で効果が現れるので春を迎える今こそ、ぜひ。

自然な仕上がりの若返り治療 ボディすっきり痩身＆脱毛

プレミアムPRP皮膚再生療法

皮膚を切除することなく、糸によりフェイスラインのたるみを
改善します。使用する糸は太く柔軟性があり、コーンの両側
にコグ（突起）がついているためリフト力は強力。気になる
ほうれい線やマリオネットラインをしっかり引き上げます。糸
は2～3年かけてゆっくりと体内に吸収され、長期間にわた
り効果が持続。また糸自体が周辺のコラーゲン生成を促し
て肌のハリや弾力をアップ、シワの改善効果も得られます。

アンカーMAX

40代女性。腹部に処置後1ヶ月の状態です。 
ぽっこりしていた腹部の膨らみが目立たなくなりました。

従来の脱毛方式

日焼け肌や濃い毛が得意

イメージ

脱毛のスタンダードモデル
日本人向け

産毛のような細い毛に効果的

1回あたりの施術時間の比較
部位（例） 従来方式 ソプラノアイス・プラチナム
両ワキ 5分 3分20秒

両ひざ・上下 45分 16分
Vライン 10分 1分40秒

ソプラノアイス・プラチナム

Before After

身体の気になる部分の脂肪細胞を-2～-9℃まで冷却し
て結晶化し、リンパ系から除去する冷却脂肪分解マシン
です。肌や血液、リンパ管を傷つけず、脂肪細胞のみを凍
結・破壊。施術中の痛みはほとんどなく、2～3ヶ月かけて
自然なサイズダウンが叶います。フランスおよび世界で30
万例以上の実績があり、医療機器CEマークを取得済み。

クリスタル／クリスタルプラス
（福岡院） （大宮院）

脂肪を冷却し結晶化、体外へ除去

福岡院・
大宮院
限定

熱海院も
導入！

Beauty Menu Line-up

POINT!

1回でハリを実感、3年以上も肌ふっくらPOINT!

様 な々スキンタイプ・部位に対応可能POINT!

痛みが非常に少なく、打ち残しもない最新鋭の医療用脱毛
マシンです。また自由な動きですばやく施術できるため、ス
ピーディで効率的に脱毛できます。肌への負担や痛みも少
ないため、痛みに弱い方やお子様にも施術が可能。従来は
難しかった鼻毛・耳毛・眉毛の他、全身脱毛にも適していま
す。この時期に始めて、ぜひ夏までに完了させましょう。

ソプラノアイス・プラチナム

料
金

プチ全身脱毛（ひじ下+ひざ+ひざ下）
1回 3万3,000円（3万5,640円）  5回 13万2,000円（14万2,560円）
※その他の部位についてはお問合せください。

ソプラノアイス・プラチナム
料
金

料
金

料
金 ほうれい線、目の下、マリオネットラインなど 各29万円（31万3,200円）

1cc追加 +7万円（7万5,600円）

プレミアムPRP皮膚再生療法

しっかり引き上げ、長くとどまるPOINT!

※あご下・膝上・
　ブラファットは
　クリスタルプラス限定

適応部位 適応部位

両側6本 20万円（21万6,000円）
両側8本 25万円（27万円）
両側10本 30万円（32万4,000円）

アンカーMAX
使用本数

高いエネルギー
が一点に集中

広範囲を
まんべんなく照射

お待たせ
しました！

※表示金額の（　）内は税込価格です。 ※表示金額の（　）内は税込価格です。

オリジナル注入治療で
あらゆるシワを改善

溶ける糸で
リフトアップ+美肌効果

冷却で脂肪分解！
切らない痩身術

早い、痛くない ！
最新レーザー脱毛

1回 8万円（8万6,400円）  2回目以降 5万6,000円（6万480円）
モニター価格 1回 6万円（6万4,800円）  2回目以降 5万円（5万4,000円）    

クリスタル／クリスタルプラス　腹部 1カップ 
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「仕事の流儀」#1

聖心美容クリニックのドクターにお話を聞く

「ドクターズルーム」が、今号から新たにスタートします。

今回のテーマは「仕事の流儀」。美容医療に携わる

ドクターとして大切にしていることを聞きました。

私が仕事において大切だと思っているのは、
(1)悩みを持つ患者さまのwantsとneedsを即時に察知する瞬発力
(2)患者さまへ「伝える」ではなく「伝わる」ことを意識したコミュニケー
ション能力、の2つです。目の切開系の手術を例にとるとわかりやすい
と思いますが、美容医療は結果（仕上がり）が患者さまの満足度に
つながります。美容外科医としてのやりがい、醍醐味をそこに感じる一
方、難しさを感じることもあります。ですから常に自分にも患者さまに対
しても「正直であること」を忘れないでいたいですね。
この先美容医療が女性にとって、毎日をより良く生きる、ハッピーにす
るためのスパイスになり、「隠す」というイメージから解放され、コスメや
ファッションのようにもっと身近に楽しめるものになって欲しいと思いま
す。そして僕自身も患者さまとともに一年一年若返っていって（笑）、ク
リニックとしては、広島のみならず、いずれは中国・四国地方ナン
バーワンと言われるように頑張りたいですね。

自分にも患者さまにもつねに「正直である」こと

丁寧なカウンセリングで患者さまとの信頼関係を築く

仕事において一番大切なのは、信頼関係と考えています。その治療の
結果、何ができて何ができないか。それをカウンセリングで患者さまに
十分理解していただくのが、信頼関係の素となる大切なことです。そし
てこれをきちんと行うためには「経験」と「誠実」の裏付けが必要です。ま
た、手つきや間など、ちょっとしたところから伝わる、言葉を介さないコミュ
ニケーションも大事です。「針先から伝わる丁寧」を感じ取っていただ
けるよう、意識して施術を行っております。
美容医療の施術はどれも好きですが、ボトックスと美容鍼については
長年のテーマです。いずれこの2つのコンビネーションを確立して世に
問いたい、というのが私の目標です。
またアンチエイジング施術についていうと、私は「作り変える」のではなく
「調律する」ことで、その方が持つ本来の美しさを引き出すと考えていま
す。その方それぞれの個性や成熟された魅力を尊重し、美容医療を用
いて、より美しく輝くためのお手伝いをすることが私の使命と考えています。

RENEWAL!

シワやたるみなどの加齢症状は、その部位だけではな
く、周辺組織の下垂など顔全体の立体的な構造が変
化することによっておこります。ビスタシェイプ／ビスタ
アイは、ヒアルロン酸とボトックスを効果的に組み合わ
せることで顔全体の構造を立体的に改善する新しい
考え方の注入治療です。当院では、この治療のメリッ
トを活かしてより満足度の高い仕上がりを追求するた
め、このたび使用するヒアルロン酸を「ジュビダームビ
スタ®」VYCROSS®シリーズの薬剤のみとし、対象部
位の見直しを行いました。

顔を立体的に整える
若返り注入治療がリニューアル

滑らかさ・リフト力・持続性に優れる
VYCROSS® シリーズのヒアルロン酸を使用

30代当院スタッフ。こめかみ、頬、目の下、アゴ、ほぼ全顔に注入。
目の下やフェイスラインが自然で若 し々い印象に。

アラガン社独自の新技術により、高分子ヒアルロン
酸と低分子ヒアルロン酸を混合。網目構造が密に
なり、高い持続性や仕上がりが実現しました。ま
た、水分を吸収しにくく、組織になじみやすいため
自然な仕上がりになります。

VYCROSS®シリーズのヒアルロン酸の特長は、密度の高い網
目構造。従来より網目が詰まっているため、体内で作られるヒ
アルロン酸を分解する酵素が入りにくく、効果は長持ち。水分
も入りにくいためむくみも低減されます。

VYCROSS®シリーズとはここがポイント！

自然に仕上がり、効果が持続する理由は…

AfterBefore

ジュビダームビスタ® ボリューマXC

ジュビダームビスタ® ボリフトXC

ジュビダームビスタ®

ボリューマXC・ボリフトXC
高分子ヒアルロン酸
のみの場合

料
金

ビスタシェイプ…頬、目の下、フェイスライン、ほうれい線、マリオネットライン、あご
ジュビダームビスタ® ボリューマXC／ボリフトXC 3本
23万4,000円（25万2,720円）
ジュビダームビスタ® ボリューマXC／ボリフトXC 3本 ＋ボトックス1部位
25万9,000円（27万9,720円）

ビスタアイ…頬骨弓、こめかみ、眉尻
ジュビダームビスタ® ボリューマXC 2本
19万6,000円（21万1,680円）
ジュビダームビスタ® ボリューマXC 2本 ＋ボトックス1部位
22万1,000円（23万8,680円）

網目の密度
が高く、分解
酵素や水分
が入りにくい

水分

分解
酵素 網目の密度

が低く、分解
酵素や水分
が入りやすい

ビスタシェイプ/ビスタアイ

Doctor’s
Room
�eme

広島院 中辻 隆徳院長
奈良県出身。関西医科大学卒業。柔らかな物腰で患者
さまのニーズを引き出し、親身な対応が定評。RCCテレビ
「教えて中辻センセ！」に出演、広島の美グルメを紹介中。

File.1

福岡院・広島院 西田 真副院長
熊本県出身。宮崎医科大学卒業。誠実で丁寧なカウ
ンセリングで患者さまに真摯に向き合う。当院の漢方
外来の担当医でもある「漢方博士」。

File.2

頬やこめかみなどのボリューム
アップ、リフトアップに。
約2年持続。

顔のシワや溝の改善に。
1年以上持続。

※表示金額の（　）内は税込価格です。

※ビスタシェイプ／ビスタアイの組合せプランもあります。 ※ビスタシェイプ／ビスタアイは鼻、目の上、 口唇、涙袋は対象外です。
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会報誌Mieuxが、パソコンやスマートフォン
からもお楽しみいただけます。ぜひアクセス
してください。

カンボジアの子供たちから
元気をもらおう！ 大作戦

からだの中から、うるおいを補い、若々しく

美容の大敵！
乾燥と冷え対策サプリ

ULTYA MOISTURE
（ウルツヤプリュス モイスチャー）

IMCAS World Congress 2019に参加

聖心美容クリニックではCSR活動の一環としてNPO法人共
生フォーラムの活動に賛同し、カンボジアでの支援プロジェク
トに参画しています。現在、児童養護施設の創設を目的とし
た募金活動を行っています。カンボジアでは、約5人に1人の
子供が貧困などの理由で学校に通えず、児童労働に従事し
ています。そのような子供たちが親元から離れ、教育を受けら
れる環境に身を置くための施設の設立を行います。皆様のあ
たたかいご支援を、心よりお待ちしております。

聖心クリ子（仮）の
クリエイターズスタンプが登場！

聖心クリ子（仮）の華麗なつぶやきをお見逃しなく！

聖心美容クリニック公式LINEアカウント
とお友だちになってくれた方がお使いい
ただけるLINE上のポイントカードです。
初回カードは3回来院した方全員にEQ
エナジー3包（1,500円相当）をプレゼン
ト。さらに、ランクアップカードでポイントを
貯めていくと、豪華特典がゲットできます。
ぜひご登録ください！

1月31日～2月2日にパリで開催されたIMCAS World Congress 2019に、鎌倉統括院長、札幌院 前
多院長、福岡院 美原院長が参加しました。形成外科と皮膚科に特化した世界最大の美容・アンチエ
イジング医療学会の世界会議で、毎年パリで開催され、1万名以上が参加しています。

NPO法人 共生フォーラムとは 

ご支援方法

スタンプは
こちらから！

クリ子のTwitter
はこちらから！

Twitterも!

2019年3月竣工予定

［お問い合わせ］ NPO法人 共生フォーラム事務局  
電話 : 048-644-0880  URL : www.tomoniikiru.or.jp

「共に生きる」という理念を基に、長寿社会における高齢者に対する支援
や海外への教育支援、そして被災地への支援などを行っています。

聖心美容クリニックでは以下の3通りの方法でご支援をお受け
しています。
①募金箱：クリニック内にて設置している募金箱で直接お受け
しています。
②ポイント：聖心ポイントクラブのポイントもご利用可能です。
2,000ポイント=1口として募金いただけます。
※本募金に限り、ポイントは即日使用可能です。

③現金：1,000円=1口としてクリニック内にてお受けしていま
す。（受領書を発行いたします）

上記の②または③を選ばれた方を
対象に、お礼品を予定しております。
・お名前掲示（希望者の方全員）
・絵手紙（10口以上のご寄付を頂いた方）

公式
アカウント

「聖心美容
    クリニック」

  で検索

友だち追加 「@seishin」
で検索

QRコード
から

第82回
日本皮膚科学会

東京支部学術大会に参加
PICOレーザー 広島院に導入
新規導入

学会報告

学会報告

2017年に世界的なアワードを受賞したイタリア・QUANTA
社製「ディスカバリーピコプラス」が、広島院に導入されま
した。3つの照射モードを搭載し、シミ・くすみ・毛穴・ニキ
ビ跡・タトゥー除去などの幅広い症状を改善します。ダウ
ンタイムと痛みが大幅に軽減され、治療回数も従来の
レーザーの半分程度で済む、画期的なマシンです。

URL : www.biyougeka.com/mieux/

詳しい内容については、下記まで
お問い合わせください。
※ご購入は、当院におかかりの患者様に
　限ります。ご了承ください。
メール : ec.seishin@mediclude.jp
電 話 : 03-6693-6944
   受付:10時~18時（土日祝除く）

①右のQRコードから
　sh.biyougeka.com にアクセス
②患者様認証コード「6944」を入力
　し「送信ボタン」を押してください。

公式通販サイトでは、クリニック内で
扱っている一部商品（コスメ、サプリメ
ント、シャンプーなど）をパソコン・ス
マートフォンからお気軽にご購入いた
だけます。

“蝶のように舞い、蜂のように刺す”が
モットーの美の番人。TwitterやLINE、
ブログに登場し、さまざまな情報を発
信するみんなの綺麗の応援団長。

聖心美容クリニック公式通販サイトのご案内 会報誌Mieuxを電子ブックで公開中！

活動報告
CSR

LINE

NEWSNEW
IT’S

ご利用方法

LINEショップカードとは？ショップカードで
商品プレゼント！

クリニックのQRコードを
読み込むだけ！

登録方法は3パターン！ 

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

昨年12月1日・2日、ザ・プリンスパークタワー東京
で行われた第82回日本皮膚科学会東京支部学
術大会に、熱海院 小林院長が参加しました。「多
彩な皮膚科の未来に向かって」をテーマに、幅広
いカテゴリーのセッションが行われました。

インパクトたっぷりなクリ子スタンプ
が試行錯誤の末、完成！クリ子らし
いシュールなスタンプを、普段のコ
ミュニケーションのスパイスに♪ぜひ
使ってみてください。

聖心クリ子（仮）が、美容に関する豆知識や美容業界の裏事情など
をつぶやいています。スパイスの効いた彼女のつぶやきをお楽しみ
ください。Twitter限定のお得な情報や豪華プレゼントも！

30包（約1ヶ月分） 
4,500円（4,860円）

酸化ストレス物質を水などの“うるつや力”
に変換するうれしい能力（SOD活性）が
高い「うるつや乳酸菌®」。抗酸化能力が
高い“ヘスペリジン”の体内吸収効率を3
倍高めた「酵素処理ヘスペリジン」。2つ
の成分が血流・腸内環境に働きかけ、
しっとりぽかぽかに。美容の大敵である
乾燥と冷えからあなたを守ります。

プルーファ
エラスリフト

30包（約15日分） 
5,000円（5,400円）

肌のハリ・弾力を生み出すため
に必要なコラーゲンとエラスチン
配合のサプリメント。特許製法に
より抽出した低分子エラスチンと
カナダ保健省から承認を受けた
コラーゲンペプチド配合で、肌の
ハリ・弾力・うるおいはもちろん、
毛髪にも。

※表示金額の（　）内は税込価格です。

公式キャラクター 聖心クリ子（仮）

さらに! 1

2

3

フォ
ローしてね♪

LINEのお友だちになるとイイコトたくさん！

施術に関する
お問い合わせ

カウンセリング
施術のご予約※

コスメやサプリの
プレゼント企画

※只今準備中

モニター・
新施術のお知らせ

肌の乾燥や
血行・腸内環境が
気になる方に

お肌のハリや
弾力・小ジワが
気になる方に
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