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Beauty Menu Line-up

たるみ撃退！
若 し々さをキープ
Pick Up“nose”

理想の鼻で
美人度アップ

各商品のお問い合わせはこちらから。 0120-977-041

聖心美容クリニックは、
ISO 9001:2015の
認証を取得しています。

●本冊子に関するお問い合せ先 ： セイシンポイントクラブ事務局 東京都港区六本木6-6-9 ピラミデ2F　TEL : 03-5770-5292
MAIL : point-club@biyougeka.com

ミノキシジルを中心に頭皮に有効
な4つの成分を配合。次世代技術
リポソームにより、有効成分をカプ
セル化し、浸透性と持続性を高め
ています。

ヴェラルティス

厳選成分が深い層に浸透
頭皮に優しい育毛ローション

海洋性たんぱく質複合体という独
自成分やビタミンC、ビオチンなど
を含む、医療機関専売サプリメン
ト。毛髪に栄養を与えて成長を促
し、抜け毛の減少と髪の太さの改
善をサポートします。

ビビスカル プロ
米国売上げNo.1の実力派

ビビスカル プロ
60錠（1ヶ月分） 9,800円（1万584円）

発毛成分「KGF（毛母細胞成長因子）」
を高濃度配合。頭皮に塗布してマッサー
ジすることで、薄毛や抜け毛を改善しま
す。ベタつきがなくさらりとした使い心地。

KIP
スカルプヘアエッセンス

頭皮の美容液を使った
マッサージを新しい習慣に

KIP スカルプヘアエッセンス
110ml（約1ヶ月分） 1万7,000円（1万8,360円）

ヴェラルティス 2%
60ml（約1ヶ月分） 5,500円（5,940円）

夏の強い日差しを浴びて乾燥した頭皮は、フケやかゆみ、
炎症などが発生しやすくなります。その結果、毛根もダメー
ジを受けて抜け毛や薄毛の原因に。また頭皮トラブルによっ
て髪がパサパサしたりボリュームが減ったり…。そんなさま
ざまなお悩みを改善する注目アイテムをご紹介します。

なめらかな艶髪をめざす
頭皮 育毛ケア＆

毛髪の
成長を促す
育毛サプリ

発毛促進
頭皮を強化
抜け毛予防

朝晩2回で
効果を実感！

※男性用（7%、15%）もご用意しております。

夏ダメージをリカバリー！

不足しがちな
ミネラルを効率よく摂取

吸収しにくい亜鉛や鉄などのミネラルを特
許製法によりイオン化。吸収率をアップさ
せたリキッドタイプのサプリメント。1日1回
酸味のある飲料（乳酸飲料など）に混ぜ
て飲むのがおすすめです。

New!

New!

ミネラルエナジーイオン
60包（2ヶ月分） 9,200円（9,936円）
ミネラルエナジーイオン 鉄プラス
60包（2ヶ月分） 9,800円（1万584円）

※月経がある
　方は鉄プラ
　スをお選び
　ください。

●ミネラルエナジーイオン
●ミネラルエナジーイオン
  鉄プラス

※表示金額の（　）内は税込価格です。

サッカー
日本代表選手
も愛用



Food balance

食生活のここに注意！
顔に関しては20代からシミや小ジワなどを気にされて何
かしら治療を受ける方もいますが、60代以上で気になっ
てくるのが手の甲のシミ。手は運転でも家事でも日常で
日焼けをしてしまうことが多く、あとからシミが多発して
相談に来られる方が多いです。シミがたくさんできると
いうことはダメージが大きいということ。シワやたるみに
もつながり、血管がより目立ちやすくなり老化したイメー
ジの手になってきます。日焼け止めは手にも塗っていま
すか？ 運転時は秋冬でも手袋をしていますか？ 手の甲
にも、ぜひしっかり日焼け対策をしてください。

この秋、素肌のために
できること

「夏疲れ」のサインを見逃さない

予防は自分で、治療は専門家に相談を
肌をいたわり適切なサプリをしっかり摂る

夏にダメージを受けた肌を、あの手この手で
いたわりましょう。また秋もしっかり
日焼け止めを塗って、紫外線予防をお忘れなく。

これだけ食べていればOKというような食材はありま
せん。ベーターカロチンやビタミンCなどを摂取でき
る野菜、肉・魚などのたんぱく質や良質な油など、
かたよらずバランスよく食べることが大切です。油の
種類では、不飽和脂肪酸は体内でつくることができ
ないので、油ののった青魚を食べたり、亜麻仁油や
オリーブオイルなどを。
摂りすぎるとカロリーオー
バーになりますから適量
の摂取を心がけましょう。

リンゴンベリー、EGF、11種のアミノ酸
を豊富に含んだ美容液を、ココナッツ
から作った植物由来のマスクにたっぷ
り含ませました。プルプル触感が特長。

エイジングケア成分配合の
美容液マスク

スノーヴィット
バイオセルロース
モイストマスク

手の甲にも万全の注意を！

Dr.小林
スキンケア
レクチャー
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recommend

1箱（4枚）
6,000円（6,480円）

抗酸化サプリで内側からも
美肌をサポート

ノーベル賞受賞成分として知られるアン
チエイジング成分「EGF」に加え、紫外
線ダメージの修復を促す成分も配合し
た透肌化粧水。さらっとした使い心地。

ホワイトニング重視の方に！

エムディア EGF
リニューローション
ブライト
1本（100ml）
6,500円（7,020円）

システインペプチド、ビタミンE、還元
型コエンザイムQ10などの抗酸化成分
をバランスよく配合。毎日続けて飲むこ
とで、体内の酸化を効率的に防ぎます。

8カプセル×7袋入
（約1週間分）
3,500円（3,780円）
8カプセル×30袋入
（約1ヶ月分）
1万2,000円（1万2,960円）

「夏疲れ肌」に気づ いたら

「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。

熱海院院長 兼 美容皮膚科指導医 
小林 美幸 医師監

修

EQ エナジー

乾燥やくすみは「夏疲れ」の典型的なサインです。紫外線による影
響はもちろん、冷房で体が冷えて血行が悪化し、クマやくすみが出
ているというケースも考えられます。また、日焼けなどでダメージを
受けて肌のバリア機能が低下しているにもかかわらず、外で汗をか
き、その汗をハンカチでこすることによってさらにバリア機能が破壊さ
れる…という悪循環も。その他、夏バテによる食欲低下や熱帯夜に
よる睡眠不足などがくすみやハリ低下の原因になることもあります。

これらの症状に気づいたら、早めのケアが肝心。ダメージを受けて
いる肌はこすったり、強いマッサージは禁物です。良質な化粧品で
しっかり保湿ケアをしましょう。ポイントはたっぷり使用すること。高
価な化粧品である必要はありません。美容成分が凝縮されたシート
マスクもおすすめです。最近はさまざまな素材のマスクが出ているの
で、使い心地のよいお気に入りを見つけてみるのも良いですね。

それに加えて内側からのケアも必要です。サプリメントで摂れば効
率良く吸収できますね。さまざまな種類がある抗酸化成分の中でも、 
手軽に摂れるビタミンCは美白効果もあるので、しっかり摂りましょ
う。またコラーゲンは、これまで口から摂取しても肌への効果はな
いとされていましたが、潤いやハリ・弾力の改善効果があったという
研究結果が出ています。40歳を過ぎるとただでさえ産生量が低下
するので、夏ダメージに関係なく普段から摂っていただきたい成分
です。
とはいえ、やはり一番大切なのは予防です。光老化は防ぐことがで
きますから、しっかり予防しましょう。帽子やサングラス、UVマスク
等で露出を抑え、日焼け止めは適量をしっかり塗ること。塗り直しも
大事です。飲む日焼け止めサプリもその日だけ飲むよりも、毎日続け
ているほうが効果があります。
一度してしまった日焼けはなかったことにはなりません。たとえ肌の
色がもとに戻っても、細胞にはダメージが残っていますから、シミや
シワの原因として蓄積されていきます。また、日焼けは皮膚ガンの原
因になるとはっきりわかっていますので、きちんと対策をしましょう。

予防は自分でしっかりする。でもシミやシワができてしまったら、自
己流のお手入れをするよりも専門家に相談するのが一番です。シミ
はできてしまったメラニンをレーザーなどの物理的な力で破壊しない
と消えません。シワも乾燥ジワのうちは保湿である程度改善するか
もしれませんが、それ以上のシワは深くならないうちにぜひ注入治
療を。自分にはどんなケアが適しているのかも含め、クリニックに相
談されることをおすすめします。
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目もとのたるみ 毛穴のたるみ

PICOフラクショナル

● 皮膚表面にダメージを与えないため痛みが少ない。
● ダウンタイムが大幅に軽減。
● 少ない回数で効果が実感できる。

ドラッグデリバリーシステムで導入する薬剤は、肌の
お悩みに合わせて選択可能。症状をより効果的に
改善できます。

心臓血管外科などで用いられる高
価な医療用縫合糸PVDFを採用。
異物反応を起こしにくく、柔軟であり
ながら十分な強度を長期間持続。

Point!

Point!

Point!

40代女性。術後2ヶ月。三角目となっていたが、キレイな平行型二重に。

Before

After

加齢により二重幅が狭くなってきた、まぶたが下がって目
尻に重なり目が小さく見えてしまう…というお悩みを改善
する手術です。眉毛の下のラインに沿って切開し、余分な
皮膚や組織・脂肪を取り除き、残った部分を引き上げて
縫合。元々の目の印象は変えないため自然な仕上がりで
す。また二重ラインの上の皮膚の厚みを軽減できるので、
20代～30代で上まぶたの腫れぼったさが気になってい
るという方にも適しています。当院では切開方法を工夫
することで眉毛を残し、皮膚がひきつれない縫合技術を
用いてキレイな仕上がりを実現しています。

眉下リフト

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

Beauty Menu  Line-up

切除する
余剰皮膚

眉下ラインに沿って切
開するため傷跡が眉毛
に隠れて目立ちにくく、
皮膚もキレイに縫合。

眉下切開で目立ちにくい
Point!傷跡が目立たず

目もとの印象も自然

若々しさをキー プするたるみ撃退！ 年齢を感じさせる大きな要因は、目もとや頬、フェイスラインの下垂、

つまり「たるみ」です。「たるみ」がなくなると、若見え度も一気にアップ。

若 し々い素顔を保つために、最新のたるみ治療を部位別にご紹介します。

トリプル効果で若返り！

当院のおすすめ導入薬剤

中度～重度の
たるみの方に

50代女性。術後5ヶ月。毛穴のたるみが目立たなくなり、肌のハリUP。

「ナノ」より短い「ピコ」秒での照射が可能な最新レーザー「ディ
スカバリーPICOプラス」による肌再生（フラクショナル）治療で
す。一般的なフラクショナルレーザーよりも痛みとダウンタイムが
少ない点が特長。皮膚に多数の微小な穴をあけ、傷を修復しよ
うとする自然治癒力により、新しい肌に入れ替え肌全体を若返
らせます。毛穴のたるみや開き・小ジワ・ニキビ跡などに有効。

全顔 7万円（7万5,600円）PICOフラクショナル
顔上面（額・目周り） 3万円（3万2,400円）　

料
金

従来のレーザーとの違い
進化したレーザーで
肌にハリが甦る

さまざまな肌悩みを改善できる最新の美肌マシン
「POTENZA」は、毛穴のたるみ改善にも効果を発揮しま
す。肌の真皮層に直接RF（ラジオ波）の熱刺激を与え、タ
ンパク質変性を起こすことで毛穴を引き締め、その後のコ
ラーゲン生成によりハリがアップ。滑らかな肌へと導きます。
さらに、照射と同時に薬剤を肌の奥まで正確かつ均一に
導入する「ドラッグデリバリーシステム」により肌再生や保
湿、肌質改善などの相乗効果が得られます。均一なエネル
ギー照射や針を刺す陰圧や速度の調整により痛みが大幅
に軽減されている点もPOTENZAのメリットです。

料
金

症状に合わせて薬剤を選択ドラッグデリバリーシステムで
さらに効果アップ！

顔または首１回 18万円（19万4,400円）
２回目以降 16万5,000円（17万8,200円）

薬剤導入の場合   （例）白雪注射2  +1万5,000円（1万6,200円）

POTENZA（ポテンツァ）

※表示金額の（　）内は税込価格です。

Before After

ニードルで皮膚
に損傷を与え
コラーゲン生成

真皮層にダイレ
クト照射し毛穴
を引き締め！

薬剤を皮膚に
導入して美肌
効果アップ！

創傷治癒1 RF照射2 薬剤導入3

POTENZA（ポテンツァ）

40代女性。術後1ヶ月。スッキリとした二重の目もとに。

After

まぶたを糸で留めて二重まぶたをつくる “埋没法”は、軽い
たるみの解消にもおすすめ。当院オリジナルのマイクロメ
ソッド＋αは、たるみが気になり始めた30代後半から40代
の方にも人気の施術です。使用する糸や針、麻酔や縫い
方など細部にまでこだわり腫れにくさをとことん追求。従来
法より内出血も少なくダウンタイムも短いため、長いお休み
が取れない方にもお受けいただけます。また術前カウンセ
リングの綿密なイメージシミュレーションにより、ご希望の
仕上がりラインを確認。現在の目の形や目の開き方のくせ
などを診察したうえで的確なアドバイスをいたします。

料
金

進化した糸で“最高”の仕上がりに！切らない施術で
手軽にたるみを解消

軽度の
たるみの方に

マイクロメソッド +α アルファ

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）  

※薬剤導入をしな
いプランもご用意
しています。

小ジワや肌のハリ、毛穴が気
になる方はボトックスの導入を
プラスすることも可能です。

白雪注射2 サイトプロ MD 

● 肌再生
● 美白
● 潤い

ＧＤ-11 高濃度ヒアルロン酸

● 肌質改善 ● 肌質改善

● 肌再生 ● 潤い・ツヤ

ボトックス+option

● エイジング
   ケア

● エイジング
   ケア

● エイジング
   ケア

● 抗炎症
● 潤い

Before
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フェイスライ ンのたるみ

当院で採用しているSMAS法は、皮膚・脂肪組織とと
もにSMAS（表情性筋膜）という組織も引き上げること
で最大限のリフトアップ効果を発揮します。

糸を立体的に挿入する独自の３D手法により強力なリフト
アップが可能な当院オリジナルの施術です。太い糸を通常よ
りも多い本数使用し、立体的なフェイスラインを作ります。
しっかりとしたリフトアップと自然な仕
上がりを手に入れたい方におすすめ。

Point!

Beauty Menu Line-up若々しさをキープするたるみ撃退！

60代女性。術後2ヶ月。ほうれい線がなくなり、若 し々い印象に。

頬や首周り、目尻など顔のたるみを全体的に取り除く、
もっともポピュラーで効果的な手術です。皮膚のみでなく
皮膚の下にある組織もしっかり引き上げるため、ほうれい
線が目立ちにくくなり、首周りのたるみもきれいに解消さ
れます。頬のたるみがなくなることで、下ぶくれな輪郭も
すっきりとした印象に。また髪の毛で隠れる部位で縫合
するため傷跡もほとんど目立ちません。高い技術が求め
られる手術ですが、当院では熟練した医師の高い技術
により、効果をしっかりと実感していただけます。

フェイスリフト

90万円（97万2,000円）フェイスリフト
75万円（81万円）プレミアムミニリフト

効果とダウンタイムのバランスに優れた当院人気の施術
です。使用するPCL素材の糸はおよそ2年をかけて吸収・
分解され、その間コラーゲン生成が促進されます。また糸
とコーン（突起）が一体化されているので、位置がずれる
心配がなく術後の仕上がりを長
期間キープすることができます。

皮膚の深い層から引き上げる

アンカーMAX

※表示金額の（　）内は税込価格です。

※血液検査代別途

40代女性。術直後。口元を中心に頬のたるみが解消。

Before After

Before After

30代女性。術後1週間。頬のたるみが強力に引き上がっています。

Before After

20代女性。術後1ヶ月。フェイスラインがすっきりし、小顔になりました。

Before After

フェイスラインのたるみを改善できる「糸によるリフトアップ」

術は、ダウンタイムが比較的短く手軽に受けられるのもメ

リットです。糸を挿入して物理的に引き上げるだけでなく、

糸の刺激がコラーゲン生成を促して肌のハリや弾力も

アップ。リフトアップ用糸には多くの形状があり、より高い

効果を狙って異なる糸を組み合わせることも可能です。

使用する糸には「溶ける糸」と「溶けない糸」の2種類があ
ります。溶ける糸は半年～数年で分解・吸収されるため、
溶けない糸のほうが長期間効果が持続しますが、糸が体
内に残ることへの抵抗感から、現在は溶ける糸が主流で
す。素材は一般的な外科手術で使用されている安全性の
高いものですが、それぞれ材質や形状が異なります。糸を
挿入し、引き上げる際にコグと呼ばれる棘のような突起が
組織に引っかかることで、リフトアップ効果をもたらします。

プレミアムディメンショナルリフト

TESS（テス）リフト
網目状の3Dメッシュ＆コグが一緒になった特殊な形状の
糸を使った施術です。3Dメッシュの中に組織が入り込むこ
とで強力な引き上げ力を保ちます。コラーゲンやエラスチン
の生成促進効果もあり、たるみ改善
以外に美肌効果も期待できます。

PDOとPLGAで構成された糸は通常の1/3という極
細の糸ながら、糸の先端に
ついた「アンカー」でしっかり
と引き上げます。

YOUNGS（ヤングス）リフト

糸にはどんな種類があるの？

主な“溶ける糸”の種類

プレミアムディメンショナルリフト /
TESSリフト / YOUNGSリフト※

アンカーMAX /
G-Cogプレス

PDO
（ポリジオキサノン）

柔軟性 普通 柔らかい

一般的な吸収期間 6～8ヶ月 2～3年

当院施術

PCL
（ポリカプロテクトン）

糸を使った
「切らない」
リフトアップ

徹底解説

料
金 両側6本 38万円（41万400円）　両側8本（両側） 45万円（48万6,000円） 

プレミアムディメンショナルリフト

料
金 両側10本 30万円（32万4,000円）

TESS（テス）リフト

料
金 両側10本 30万円（32万4,000円）

YOUNGS（ヤングス）リフト 料
金 両側10本 30万円（32万4,000円）

G-Cog（ジーコグ）プレス

料
金

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

料
金

挿入方法や形状の工夫で強力リフトアップ！ 

自然にリフトアップしたい方に

実績のある手術で５～10歳若返る

もっと高い効果を求めるなら手術という選択肢も

New

「鉄条網型」の特殊なプレスコグが組織をしっかり
固定。癒着面が大きいため、
細いサイズの糸ながらもしっ
かりリフトアップできます。

G-Cog（ジーコグ）プレスNewNew

※コーンはPLGA素材
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フルーツを保護するネットから発想を得た、円い
柱のように編まれた特殊なメッシュ状の糸。網目
の内側で細胞が再生し、再生
した組織は、やがて自分の組
織に置き換わっていきます。

好きな言葉…夢（夢を持つことで
明るくなれると思っています）

「仕事の流儀」新任Dr.の

さまざまな経験を積み、それぞれの思いを抱いて。

2019年より当院に勤務する新任ドクターに、

今までの、そしてこれからの

「仕事」について語ってもらいました。

時間をかけて患者さまとのカウンセリングをしっかり行える
のが聖心であり、入職の決め手となりました。形成外科
医として、特に目と鼻の治療を行う顔面班にて、美容医
療だけではなく怪我や先天異常などの治療も手がけてい
ました。患者さまの笑顔をより引き出せるのが美容医療。
単純に施術で綺麗になったというだけでなく、コミュニケー
ションを通して笑顔になれる診療を心がけています。

番外編

東京・大宮院

梅田 剛医師

趣味…自動車レース　

いまハマっているモノorコト…
アンチエイジング（私も含めて）

東京都出身。東京慈恵会医科大
学医学部卒業。同大学附属病院、
厚木市立病院の形成外科勤務を
経て聖心へ。

東京・横浜院

川守田 詩乃医師

東京・大宮院

菱田 健作医師

東京・横浜院

牧野 陽二郎医師

40代女性。施術直後。自然な高さで美しいストレートラインに。

メスを使わず、溶ける糸を挿入して鼻筋を高くする
手軽な施術です。安全性の高いPCL素材を用い
たメッシュ状の特殊な糸を鼻先から挿入します。本
数によってボリュームの調整が可能。周囲に気づ
かれにくい自然で美しい仕上がりに。効果は約2年
持続。痛みや異物感が少ないのも特長です。

G-Mesh（Gメッシュ）

メッシュ状の糸のヒミツ

料
金 1本 5万円（5万4,000円）

追加1本（同日のみ） 3万円（3万2,400円）

G-Mesh（Gメッシュ）

鼻筋をすっと通して、美しいバランスの横顔にcase.1

鼻の穴が見えるのが気になる、というお悩みを改善する手
術です。鼻孔縁（鼻の穴の内側）を切開しポケットを作り、耳
から採取した軟骨を加工し挿入。鼻先をやや下げることで
正面から見たときの鼻の穴を見えにくくします。

鼻の穴が前から見えるのが気になる方に

ぴったりの施術を
選んで、理想の鼻に

すっと高い鼻、小鼻の小さい鼻など

理想の鼻はお一人おひとり違います。

施術をよく知り、納得のいく選択を。

20代女性。術後2年。
すっと通った鼻筋に。

しっかり鼻筋を通したい＆効果を
持続させたいなら、プロテーゼ挿入
が適しています。人間の軟骨に近
い性質のシリコン製の素材をご希
望の高さに合わせて加工、鼻筋に
挿入します。安全性・耐衝撃性が
極めて高く、効果は半永久的。当院
では事前にコンピュータによるシ
ミュレーションを行って、術後のイ
メージをしっかり確認します。

綿密なカウンセリングとCT撮影により、患者さまのご希
望と骨格にぴったりと合うプロテーゼをデザインし、作
成。まさに理想の鼻を実現します。

プロテーゼによる隆鼻術

よりこだわりたい方はオーダーメイドで！

料
金 30万円（32万4,000円）鼻孔縁下降術

料
金

28万円（30万2,400円）プロテーゼによる隆鼻術
※オーダーメイドプロテーゼ使用の場合はお問合せください。

※表示金額の（　）内は税込価格です。

好きな言葉…心穏やか

私が卒業した昭和大学では「至誠一貫」について常に
教わってきました。相手の立場になり真心を尽くすという
意味です。患者さまには笑顔になっていただきたい、大
学を卒業した今でも変わらぬ精神で努めています。今
後は、外科領域以外の診療もバランスよく行うとともに、
婦人科領域にも力を入れ、女性ならではの細やかな診
療とケアを心がけてまいります。

趣味…バレーボール観戦

いまハマっているモノorコト…
ミニ枯山水（引き算の美が魅力的）

青森県出身。昭和大学医学部卒
業。千葉大学整形外科学入局、
景翠会金沢病院勤務などを経て
聖心へ。

好きな言葉…万里一空

研修医時代に指導を受けた形成外科出身の美容外
科医の手術に惚れ惚れし、いつかは同じような医師に
なりたいと美容外科医を志し、形成外科医として11年
間経験を積んできました。美容外科医に必要なのは言
うまでもなく技術、そして患者さまの求めるゴールイメージ
を正確に理解できること。その為に、明るい雰囲気で話
しやすい環境作りとカウンセリングを心がけています。

趣味…旅行（国内・海外）、スキー

いまハマっているモノorコト…
日本酒集め（大好きなんです）

愛知県出身。聖マリアンナ医科大
学医学部卒業。総合病院勤務な
どを経て豊田若竹病院形成外科
部長に就任、その後聖心へ。

好きな言葉…精一杯、一期一会

大学病院では形成外科の部長、指導医として様々な
手術を行い、何時間にも及ぶ難易度の高い手術も数
多く経験してきました。聖心は患者さまとゆっくりと向き合
い、オーダーメイドの施術ができる場所です。経験に基
づいた技術により安全な施術を提案していきたいと思っ
ております。家族のように親身になって医療を提供し、
皆さまに納得していただける「美」を追求してまいります。

趣味…ドライブ、スポーツ（海）、映画

いまハマっているモノorコト…
美容的観点からの人間観察
（仕事柄）

東京都出身。東京慈恵会医科大
学医学部卒業。同大学附属病院
医局長を経て、同大柏病院形成外
科診療部長に就任、その後聖心へ。

オーダーメイドプロテーゼの作成手順

Doctor’s
Room

case.2

鼻孔縁下降術New

New

Before After

20代女性。術後1ヶ月。正面から見て鼻の穴が目立たなくなりました。

Before

After

カウンセリング
メーカーに画像とデザイン指示書を送付

CT撮影（提携クリニックにて）

医師によるデザインチェック 納品作成

1 2

3

5 64

Before After

び    こう   えん
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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！

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

LINEショップカードとは？こんなコトができる！ 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！ 
さらに!

1

2

3

LINEのお友だちになるとイイコトたくさん！

予約・施術に
関する
お問い合わせ

コスメやサプリの
プレゼント企画

モニター・
新施術のお知らせ

処置室とリカバリールームが新しくなりました！

横浜院が
一部リニューアル！INFO

Special

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

※表示金額の（　）内は税込価格です。

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。

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。

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！

ご利用方法

NEWS
第62回 日本形成外科学会に参加

2019年5月15日～17日に札幌で開催された「第62回 日本形成外科学会」に札幌院 前多院長と広島
院 中辻院長、東京院 廣瀬医師が参加しました。3日間に渡り、幅広いジャンルの多彩なプログラムが
開催され、美容領域においても豊胸、顔面形成、アンチエイジング、レーザー等さまざまなセッションが
行われました。

学会報告

このたび、横浜院の処置室とリカバ
リールームのリニューアルを行いまし
た。院全体がモダンな印象のデザイ
ンに統一され、患者さまにさらにお寛
ぎいただける落ち着いた雰囲気の空
間となりました。ぜひご来院ください。

聖心美容クリニックの症例写真を
集めたInstagramアカウントを新
しく開設しました。施術前と施術後
の比較写真を掲載しており、仕上
がりのイメージの参考にしていただ
けます。ぜひご覧ください。

聖心美容クリニックの施術ビフォーアフターを紹介中

Instagram症例写真専用アカウントの紹介

新商品のご紹介
NEW
IT’S

唇、目の下、額など1部位 1回（1本1ml） 
9万8,000円（税込10万5,840円）
当日に同時追加する場合、
1本につき3万8,000円（4万1,040円）

「ジュビダームビスタ®」シリーズに「ボルベラXC」が新登場。高分子と低分子のヒアル
ロン酸の組み合わせにより、成型性と持続性を高めたVYCROSS（バイクロス）シ
リーズの中で最も柔らかい製剤で、小ジワや目の下のくぼみ、唇のボリュームアップ
などに最適です。ビスタシェイプでもお選びいただけます。

1本（20ml） 各4,500円（税込4,860円） 1本（16g） 6,500円（税込7,020円）

このたび、ワキ用ロールオンタイ
プがリニューアルし2種類に。コ
ンフォートタイプは塩化アルミニ
ウム8％配合。刺激の少ない水
溶性で、2～3日の効果持続。ス
トロングタイプは塩化アルミニウ
ム25％の高配合で、5日間の効
果持続。肌質や症状に合わせて
お選びいただけます。

純粋レチノール0 .1％と整肌成分ナノ
キューブ配合で、肌のターンオーバーを
促し、小ジワや乾燥などに効果がある
エッセンス。レチノールをナノカプセル化
することで、赤みや皮むけなどの副作用
を軽減し、さらにナノキューブが有効成
分の通り道を作り、肌の奥まで届けます。
レチノイドケアが初めての方や初期のエ
イジングサインが気になり始めた方に。

ジュビダームビスタ®ボルベラXC
注入直後から思い通りの仕上がりをキープ

パースピレックス

汗腺にフタをすることで汗を抑える
医療用制汗剤がリニューアル

ナノメッドVAエッセンス

初めてのレチノイドケアに
おすすめのエイジングケアエッセンス

＠seishin_beforeafter

ネームタグまたは
アカウント名で検索！

カンボジアの子供たちから元気をもらおう！大作戦

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。
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支援を行っ
ております。皆様のあたたかいご支援を、心より
お待ちしております。

NPO法人 共生フォーラムとは 

［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。

CSR活動報告
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