冷えと乾燥 から
冬肌を守る

寒い冬。日常の冷え対策と
いつも以上に丁寧なスキンケアで、
すこやかな肌を保ちましょう。
監修

熱海院院長 兼 美容皮膚科指導医
小林 美幸 医師

度なダイエットで栄養摂取が偏ってもいけません。カロリーを過剰に
摂るということではなく、糖質、たんぱく質、脂質、ビタミンやミネラ
ルなど、必要な栄養素をバランス良く摂るよう心がけてください。
また体を冷やさないようにするために、きちんと防寒をすること。無
駄な露出はやめましょう。寒いのにファッションのために無理して素
足で出かけては体を冷やします。大きな血管がある首周りなどをマ

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

フラーで温めるのも大切です。

Dr.小林

夜はシャワーだけでなく湯船に浸かるといいですね。体が温まり、ま

スキンケア
レクチャー

気温も湿度も低い冬は、肌荒れしやすい

た汗をかくことは肌のバリア機能を保つ助けにもなります。血流を良
くするためにビタミンEなどの摂取もおすすめします。

vol. 4

アンチエイジングを意識したスキンケアを

暑くてのぼせると顔は赤くなり、寒いと顔は青白くなります。赤くなる
のは皮膚の毛細血管の血流が良いということ。寒ければ体が冷え
て血流は悪くなり、血液の色味がなくなるので青白く見えます。つま

若い頃は同じように暮らしていても乾燥しなかった…という方も、年

り血液は体中に回っていて、体温を維持するためにとても重要な働

齢を重ねるにつれて皮脂の分泌量も減り代謝も低下しますから、冷

きをしているということです。冷えて血流が悪くなると栄養も体の隅々

えやすくなり乾燥もしやすくなります。肌の状態は年齢やホルモン量

まで届かず、その部分の働きが悪くなり代謝が低下します。

によっても変わりますし、皮膚も脂肪も骨もどんどん萎縮して小さく

このように外気温が低い冬には代謝が悪くなり、それによって汗と皮

なっていきます。年齢にあわせて自分にあった保湿をしっかりとしま

脂の分泌も減ります。分泌が低下すれば肌のバリア機能が低下し、

しょう。

バランスが崩れてターンオーバーのサイクルが乱れ、肌の状態は悪く

乾燥しやすい人は自分でバリア機能をこわすような摩擦、過度なマッ

なります。さらに湿度の低い低温の外気に長時間さらされることで

サージやコットンでのふき取り、ローラーでゴシゴシ、洗顔やクレン

肌の乾燥も進みます。

ジングのやりすぎなどに気をつけましょう。乾燥しているのに過度な
刺激が加わればより肌の状態は悪化します。

肌の健康を保つため､日常にすべきこと

の高い肌を目指すなら、美容皮膚科で出すビタミンA（レチノール・ト

血流が悪くなり栄養が届きにくくなる冬には、必要な栄養素をしっか

レチノイン等）の外用剤を使用するのもおすすめ。肌の水分量を上

り摂取することが大切です。太りすぎも体には良くありませんが、過

げ、ハリのあるコラーゲンリッチな肌を作っておきましょう。

「顔」
も冷やさない

recommend

指 先にも乾 燥 対 策を
レチノール配合！
初期のエイジングケアに

シミ・くすみを防いで
透明感のある肌へ

ぽかぽか潤う
乳酸菌サプリ

体のどこだったら冷やしても良いという部位はありま

冷たい指先でハンドクリームを取ってもよく伸びません。

せん。もちろん顔もです。顔が冷えて代謝が悪くな

一度手のひらにクリームを取り温めてから、優しく指先

れば肌の状態は悪くなり、小じわの原因になる可能

までマッサージするようにクリームを伸ばすと良いでしょ

性もあります。また血流が悪くなればむくみやすくな

う。また冬は家事でお湯を使うことも多く、それによっ

ることも。冷気を吸えば体も冷えます。寒い日の外

て乾燥がひどくなってしまいます。炊事の時はなるべく

出の際はマスクやマフラーなどで口元を覆うようにし

手袋を使う、熱すぎるお湯

と整肌成分ナノキュー

ましょう。

は皮脂をより奪ってしまうの

ブを配合。肌のターン

高い保水力のある成分「プロテオグリ

血 流を促 進するヘスペリジン配 合。

オーバーを促し､小ジ

カン」を10％配合した高保湿のクリー

体温を上昇させて冷え性改善、肌水

ワや乾燥などを改善す

ム状美容液。ナノ化したクリームが肌

分を保って肌の乾燥を抑制する、爽

るエッセンスです。

の奥まで浸透します。

やかなみかん風味の粉末サプリです。

o
Let's g arm!
out w
02

乾燥しにくく丈夫な肌を作る、あるいは子どものときのように保湿力

で程良い温度のお湯を使
う。その後はクリームでこま

Hand re
ca

ナノメッドVA
エッセンス

1本（16g）
6,500円（7,150円）

純粋レチノールを0.1%

エムディアPG
クリーミィセラム

30g 15,000円
（16,500円）

ウルツヤプリュス
モイスチャー
1箱（30包入り）
4,500円（4,860円）

めに保護してください。
※表示金額の
（

）内は税込価格です。
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聖心美容
クリニックは、
『とことん
真面目に』

再生医療

に力を
注いでいます

療を提 供するために
身 体にやさしく効 果の高 い医

2012年、京都大学の山中伸弥教授らが
「iPS細胞」

当院の鎌倉統括院長が執刀医として参画したことが

発見によりノーベル生理学・医学賞を受賞。以来再

きっかけとなり、翌2007年、聖心美容クリニックは「セ

生医療は世の中の関心を集め、新しい医療の実現に

リューション豊胸術」を開始。同年PRPによる若返り治

大きな期待が寄せられるようになりました。この再生医

療も開始し、技術研鑽を重ね実績を積んできました。

療を推進するための法整備も徐々に進み、2014年に

そして今、新しい技術が次々に開発され、再生医療

は「再生医療等安全性確保法」
という新しい法律が

関連のサービスも増えています。この度当院では、新

施行され 再生医療元年 といわれました。それから

たな再生医療メニューを導入しました。「セルチャー豊

5年。現在「再生医療」は、幅広い分野で研究・臨

胸術」は培養幹細胞を用いることで、幹細胞豊胸術

床が進められ、豊胸術や若返り、毛髪治療などにおい

（セリューション豊胸術）
よりも脂肪採取量が大幅に少

て美容分野でも利用が広まっています。

なく済み、やせ型で脂肪が少ない方でもお受けいただ

注目していました。少し遡りますが、脂肪組織中に幹

分のみを集めてフリーズドライ加工したもので、若返りや

細胞の存在が確認されたのは2002年。それまで、骨

美肌治療に用いることができます。また、少ない費用負

髄や臍帯血などからしか得られなかった幹細胞の倫理

担で脂肪組織由来の再生医療施術が可能となる
「リ

的課題を克服し、利用の可能性が大きく広がりました。

ポキューブSVF」の導入も予定されています。

やがて脂肪から幹細胞を抽出する専用機器「セリュー

当院は、美容再生医療のリーディングクリニックとして、

ションシステム」が開発され、日本では2006年、乳ガン

患者さまの選択肢を広げ、ニーズに合った治療法をお

術後の乳房再建の臨床応用に採用されます。このとき

選びいただけるようこれからも力を注いでいきます。

聖心美容クリニック 再生医療ヒストリー

2006
2007

04

セリューションシステムを導入、
美容医
療で初となる脂肪由来幹細胞による
豊胸術（セリューション豊胸術）
の臨
床応用を開始。
P R P を用いた若
返り治療を開始。
毛髪再生外来を開設。再生医療を
中心としたAGA治療を導入。

2010
2011
2014
2015

幹細胞バンキングシス
テム
「 Stem Source ®
幹細胞バンク」
を東京
院で開始。

2016

世界的形成外科専門誌に鎌倉統括
院長の
「脂肪由来幹細胞による豊胸
術」
に関する研究論文が掲載。
再生医療関連法施行。
聖心全院にて再生医療に関する治療
内容の届出を各地方厚生局に提出。
世 界でも最 高 の 権 威ある医 学 誌
に鎌倉達郎医師及び当院医
「PRS」
師陣による
「プレミアムPRP皮膚再生
療法」
に関する論文が掲載。

2019

医学誌「PRS」
に掲載された
「プ
の
レミアムPRP皮膚再生療法」
論文が、
「ベストペーパーアワー
ド2016 」の受
賞栄誉に輝
く。美 容 外 科
領域におい
て、日本 人 医
師初の受賞。
セリューション豊胸術730症例、
プレミアムPRP皮膚再生療法で
50,000 症例を重ねる。美容再
生医療において全国トップクラ
スの実績（2019年10月現在）。

d
ot be continue

大きく自然な形のバストへ

セルチャー（培養幹細胞）豊胸術

幹細胞豊胸術（セリューション豊胸術）

太ももや下腹部から採取した脂肪を細胞加工セン

大学病院での臨床応用にも使われている
「セリュー

ターへ送り、幹細胞を抽出。約 1ヶ月かけ培養し、増や

ションシステム」
というマシンを使い、採取した脂肪か

したものを注入用脂肪と混ぜてバストに注入する豊胸

ら幹細胞を抽出。注入用の脂肪と混ぜてバストに注入

術です。幹細胞抽出用の脂肪を別に用意する必要が

する、脂肪の生着率の高い豊胸術です。
しこりになりに

無いため、セリューションシステムを用いる方法よりも

くく、
バストは自然で柔らかな仕上がり、効果は長期間

脂肪採取量が少なく済み、痩せ型で十分な脂肪量が

持続。幹細胞に加え、
ご自身の血液に含まれる血小板

取れない方におすすめ。複数回に分けて使うことも可

を混ぜて生着率
を濃縮させた多血小板血漿（ PRP ）

能です。

を高める
「プレミアム幹細胞豊胸術」
もおすすめです。

Point!

幹細胞豊胸術

少ない脂肪を人工培養で増殖

ご自身から約 20ccだけ
幹細胞培養
（1ヶ月後）
脂肪細胞
脂肪を採取。
その脂肪か
ら幹 細 胞を抽 出して培 採取（20cc）
養。非培養幹細胞豊胸と
比べて、10 分の1の脂肪
量で約7.5倍の量に。
約1,000万個

混ぜ

生着率が

10%

アップ！

濃縮脂肪

活性型幹細胞

PRP（血小板）
を
混ぜて注入

幹細胞豊胸術（セリューション豊胸術）155万円（170万5,000円）
プレミアム幹細胞豊胸術（プレミアムセリューション豊胸術）
185万円（203万5,000円）
※セリューション操作・脂肪吸引・脂肪注入・ピュラグラフト・麻酔・処方
薬・アフターケア費用を含む。血液検査代別途

セルチャー
（培養幹細胞）豊胸術 170万円
（187万円）※東京院のみ

New

を
）
プレミアム幹細胞豊胸術
小板

P（血て注入

PR

注入治療の若返り効果がアップ！

あらゆるシワやくぼみを改善

PFC（血小板由来成分濃縮物）

プレミアムPRP皮膚再生療法

ご自身の血液から血小板を取り出してPRPを作成。
そこか

ご自身の血液から取り出した多血小板血漿（PRP）
を

ら成長因子を抽出して濃度を高め、冷凍乾燥処理をして

利用した当院人気No.1の若返り治療です。2007年の

フリーズドライ化する技術がPFCです。加工センターで半

導入以来多くの症例を重ね、症例数50,000件を突破

年間安定的に保存できるため、1回の採血で数回にわけ

しました。独自の研究で進化した第4世代の手法は当

て施術することも可能。繰り返し注入することで組織が再

院オリジナル。一人ひとりの症状や肌質に合わせて、濃

生され、
エイジング症状へ根本的にアプローチできます。

度・注入量・注入の深さにいたるまで微調

血液

濃縮された
血小板を抽出

Point!

整をするから、
しこりや膨らみ過ぎのリスク

濃縮・活性化

抽出

PRP

血小板由来の
成長因子を抽出

を抑え、最大限の効果を引き出します。
PFC

Point!

血液から作り出されたPFCから、
厳重な管理
の元、一人ひとり異なるバーコードを発行。
パッケージ化し、
クリニックに発送されます。

11月より順次、全院に導入予定。詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

PRSベストペーパーアワード2016を受賞

当院医師陣が執筆した
「プレミアムPRP皮膚再
生療法」
に関する論文が、
世界でも最高の権威
と評される医学誌PRSの名誉ある賞を受賞。

あなただけのオリジナルパッケージ

料金

2008

九州中央病院でセリューションシス
テムを用いた「脂肪由来幹細胞によ
る乳房再建プロジェクト」
が開始。当
院の鎌倉統括院長が執刀医として
参画。後のセリューション豊胸術誕
生のきっかけとなる。

脂肪採取が少なく痩せ型の方も！

料金

けます。「PFC」はご自身の血液の血小板から活性成

New

料金

聖心美容クリニックも早くから再生医療の可能性に

当院の再生医療を用いた施術

プレミアムPRP皮膚再生療法
ほうれい線、
目の下、
マリオネットラインなど 各29万円
（31万9,000円）

※表示金額の
（

）内は税込価格です。
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case.2

“組み合わせ治療”なら

理想の仕上がりにもっと近づく！

地味な印象の目もとを、
もっと華やかにしたい
蒙古ひだが張っている場合は、二重術に目頭切開を
プラスすればぱっちりとした目もとになります

ふたつの治療の相乗 効 果で、理 想を実 現！
熟 練の医師がしっかりとカウンセリングを行い、

Before
数年前の自分に戻るように、
自然な若返りがしたい

アジア人特有の蒙古ひだ（目頭

ウルセラシステム

ほうれい線には、
ご自身の血液に含まれる血小板成分

という特殊な超音波を
HIFU（高密度焦点式超音波）

を注射する
「プレミアムPRP 皮膚再生療法」が有効で

利用したたるみ治療マシンで、切らずにリフトアップ！

す。血小板に含まれる成長因子の働きで、
自らの細胞

真皮深層のSMAS（スマス）層にまで強力なエネルギー

が活性化。
コラーゲンなどの組織が増えることで深い

が到達。
たんぱく質の引き締めとコラーゲン増加の2段

シワやくぼみを改善します。注

階効果でたるみにしっ

入後、半年〜1年程度で吸収

かり作用し、
フェイスライ

されてしまうヒアルロン酸とは

ンをすっきりさせます。

違い、効果は 3 年以上持続。

効果は半年から1 年持

仕上がりも自然です。

続します。

マイクロメソッド+αと目頭切開を併用。
30代女性。

にかぶさっているひだ）
を取り除

かな二重まぶたに。当院では腫

くことで目の横幅を広く、
ひとまわ

れにくさを追求するため、心臓血

り大きく見 せます。熟 練の医 師

管外科でも使用される高価なア

が、蒙古ひだの厚さや状態に応

スフレックス
（ PVDF ）糸を使用す

じて切 開 する長さや 組 織を調

るほか、針や麻酔にもこだわって

整。患者さまの理想の目もとへ近

います。

づけます。

重たい奥二重のまぶたがはっきりとした二重に。

case.3

マイクロメソッド＋α アスフレックス
（PVDF）糸
（両側）16万5,000円
（18万1,500円）
2点留め
（両側）18万5,000円
（20万3,500円）
3点留め

目頭切開
二重と同時施術の場合
16万8,000円（18万4,800円）

鼻が丸く大きくて目立ってしまうのが悩み
２つの手術で鼻先をシャープに高くすることで、
憧れの美人鼻に
びせん

Before

20 代女性。術後 1ヶ月。鼻尖縮小と鼻尖形成を

併用。丸かった鼻先がツンと高く。

鼻尖形成（耳介軟骨移植）

鼻孔周辺の軟骨を左右から縫

鼻尖縮小と組み合わせて同時に

い寄せることで、太く丸い鼻先を

鼻尖形成を行うことで、
さらに鼻

シャープな印象の鼻先に。

先をシャープに見せる効果が高ま

鼻の穴の中で縫い合わせるため

ります。耳の軟骨を移植して鼻先

傷 跡は外から見えません。
また

の形を整える施術だから異物を

糸は 1 週間ほどで溶けるため抜

入れることに抵抗がある方も安

糸の必要はなく、仕上がりも自然

心。耳も鼻も目立たない部分を切

です。

開するため傷跡も気になりません。

鼻尖縮小（団子鼻修正）
30万円（33万円）

料金

After

びせん

鼻尖縮小（団子鼻修正）

料金

料金

ウルセラシステム
（26万4,000円）2回目以降 19万円
（20万9,000円）
顔全体 24万円

After

をつくる“埋没法”で、明るく華や

料金

プレミアムPRP皮膚再生療法

料金
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40 代女性。術後 6 年経
過 。ほうれい線にプレ
ミアムPRP皮膚再生療
法を施し、6 年 経った
現在も効果は持続。
ま
た、一昨年・去年の計2
回ウルセラシステムを
施術。
フェイスラインの
たるみが改善。

After

プレミアムPRP皮膚再生療法
ほうれい線、
目の下、
マリオネットラインなど 各29万円
（31万9,000円）

極細の医療用糸で二重まぶた

料金

ほうれい線を改善し、さらにフェイスラインを引き締めれば
自然な仕上がりなのに、5歳以上若返ります！

Before

目頭切開

プラスアルファ

お一人おひとりに最 適な組み合わせ治 療をご提案します。

case.1

マイクロメソッド +α

鼻尖形成（耳介軟骨移植）
他の鼻整形施術と同時施術の場合
20万円（22万円）

※表示金額の
（

）内は税込価格です。
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マシン
るみ治療
人気のた
に
ルQプラス
ウルトラセ
場！
ッジが登
新カートリ

「 二 重あご」
「 美白美 肌 」
+
に効 果を発揮！
ltracel Q
U

ウルトラセルQプラスとは？
という特殊な超音波を使った
「ウルトラセルQプラス」は、HIFU（ハイフ）
ンポイントで熱エネルギーを照射し、たるみの引き締めと、コラーゲン生

超音波

成によるリフトアップ効果が得られます。また従来のHIFU治療マシンと

表皮

この人気の施術に、このたび「二重あご」
と
「美白美肌」に特化した２つ
の新しいカートリッジが登場。臨床試験において高い効果が得られて
います。施術時間と痛みがさらに少なくなったのもうれしいポイントです。

Theme

New

リニア4.5㎜ / 2.0㎜

照射時間

HIFUとは高密度焦点式

10 分

約

65℃
顔全体の
リフトアップ

約

5分

58℃

二重あご解消+小顔効果（4.5）
美白美肌+小顔効果（2.0）

二重あご / リニア・カートリッジ4.5 ㎜

ドクターから美容医療への思いを聞きました。

化粧と同じだと思っています。「二重のりで二重まぶたを作るのが
手間だから」
という理由で二重術を受ける方が多いように、本質的
には違いがないと思います。世間的にも美容医療への抵抗がなく
なってきていますね。お化粧には外見だけでなく内面的な変化もあ
りますが、美容医療も同じです。先日も治療後の検診にいらした患
者さまが、望まれた効果が得られただけでなく、雰囲気もとても明る
く変わられていたことを嬉しく思いました。

従来型カートリッジはドット状にエネルギーを
照射するのに対して、新カートリッジでは線状
射温度が低いことで痛みも軽減しました。リ

広範囲に
低い温度で
照射

「ドクターズルーム」。今回も二人の

美容医療はハッピーになるための身近な選択肢で、いうならばお

超音波のこと。
ターゲット
真皮
に直接熱エネルギーを
皮下
届け、高温にすることで
組織
他の組織にダメージを与
SMAS
筋肉
えず効果的な肌の若返り
ピンポイントで照射 や痩身治療が可能です。

に照射するため施術スピードが速く、さらに照

照射時間

「仕事の流儀」をテーマにお話を聞く

外見も内面も変わる美容医療を

お悩みに特化した設計の新カートリッジ
従来型（ドット）

聖心美容クリニックのドクターに

「 仕 事の流 儀 」#3

ターゲットを狙い撃ち！
HIFUテクノロジーとは？

“切らない”たるみ治療マシンです。たるみの原因であるSMAS層へピ

比べて施術時間が短く､痛みが少ないことが特長です。

Doctor’s
Room

ニア4.5 ㎜は、脂肪溶解に適した58℃の照射
で脂肪を減少させ二重あごを解消します。リ

5

File.

私が医師として大切にしているのは、常に患者さまの立場で考え患
者さまに寄り添うホスピタリティの精神です。同じ結果を出せば皆
大宮院

伊藤 哲郎院長

神奈川県出身。福島県立医科大学医学部卒業。
大宮院を束ねつつ、自らも患者さま目線のきめ細やか
なカウンセリングで信頼を集める。休日はボルダリング
やクラフトビール巡りを楽しむアクティブ派。

同じように満足かというとそうではなく、患者さまが何を望んでいるか
を汲み取らないといけません。今は昔に比べて手術以外の選択肢
が増えましたが、高度な技術を求められる、いわゆるメスを使う手
術でしかできないことも多くあります。患者さまに最適な治療の提案
ができるよう､知識と技術を磨いて今後とも精進していきます。

ニア2.0㎜はそれよりも浅い層を狙った照射で
「美白美肌」に特化。その効果は肌解析マシ

アンチエイジングを、ぜひご一緒に

ンの数値でも証明されています。

美白美肌

/ リニア・カートリッジ2.0 ㎜

肌画像解析マシン
「VISIA」
での測定の結果

私が美容医療に携わる者として大切にしているのは
「感性」です。
美容医療はたくさん受ければ良いものではありません。大事なのは
バランスで、適切な箇所に適切な施術を行うことが必要不可欠で
す。そして、その感性を持つことが大切だと思います。私たちは人
それぞれの希望や悩みに応じてオーダーメイドな施術を行っていま
すが、そこが美容医療の難しさであり、やりがいともいえるでしょう。

パーセンタイル値※

26 89まで改善！
Before

After

30代当院スタッフ。3回処置後。重たい二重あごがすっきりと解消。

料金

ウルトラセルQプラス

リフトアップ（従来型）
顔全体
15万円（16万5,000円）
中下顔面 12万円（13万2,000円）

※同世代のデータと比較して全体を
100とした時、下から数えて何番目に
なるのかを示した数値。

New 二重あご+小顔（リニア4.5） New 美白美肌+小顔（リニア2.0）
1回 5万5,000円（6万500円）
3回 14万8,500円（16万3,350円）

顔全体 5万5,000円（6万500円）

若返り治療を中心に積極的に活用していきたいです。たとえばプ
レミアムPRP皮膚再生療法。これは老若男女問わず自然な効果
が期待でき、実際に受けていただいた方の満足度も高い、とても良
い治療だと思います。美容医療は人生を豊かにするものです。今
後はさらに一般的になり、生活の一部になっていってほしいと思っ
ています。そのために、より多くの人にアンチエイジングを含めた美
容医療の良さを知ってもらう活動をしていきたいです。

※表示金額の
（

08

いま注目の再生医療はこれからますます活発になってくるので、私も

File.

6

東京院

廣瀬 雅史医師

兵庫県出身。奈良県立医科大学医学部卒業。
自らも施術を受けるほど美容医療への探究心が強く、
繊細な治療には定評がある。現在は担当する３院の
絶景スポットやおいしいもの巡りがマイブーム。

）内は税込価格です。
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Salon de
Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

せ
お待た た！
まし
し
た
い

学会

NEWS 日本美容外科学会総会
（JSAPS）に参加

10 月3 、4日に東京ベイ舞浜ホテルで開催された「第 42 回 日本美容外科学会総会」に、鎌倉統括院長、札幌院 前多院
長、広島院 中辻院長、東京院 廣瀬医師が参加。廣瀬医師がシンポジウム
「 Combination Approach 〜深い皺はどこ
まで消せるか〜」にて、シワ治療に対するPRP 注入について発表をおこないました。

当院の公式LINEから、
カウンセリング・施術の予約が可能に！

ご予約の際は下記を
お送りいただけると
スムーズです

アメリカ形成外科
学会 2019に参加

2019 年 9 月20 〜 23日にアメリカのサンディエゴで
開催された「アメリカ形成外科学会 2019 」に大宮

院 伊藤哲郎院長と広島院 中辻院長が参加しま
した。各国の各分野のトップエキスパートによる最
先端の研究と応用技術に関する講演を聴講しま
した。

論文

医学誌にて執筆を担当

札幌院 前多院長が医学誌
「 PEPARS 」にて執 筆を担
当 。N o . 1 5 3（ 2 0 1 9 年 9 月
号）に「鼻の美容外科（整鼻
術）- 鼻尖縮小術・小鼻縮小
術・糸による隆鼻術 私の工
夫 - 」が掲載されました。

ショップカードで
商品プレゼント！

ご希望院
お名前
診察券番号
生年月日

学会

さらに!

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！

LINEショップカードとは？
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
を
員にEQエナジー3包（1,500円相当）
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！

「@seishin」
で検索

公式
アカウント

「聖心美容
クリニック」
で検索

2

QRコード

3

から

Twitterで聖心クリ子の
マンガが公開中！

聖心美容クリニック公式YouTubeで
施術紹介動画を順次公開

可愛くなりたい後輩心美
（ここみ）
に、
「美容医療とは？聖
心美容クリニックってどんなところ？」
を余すことなくレク
チャーしていきます。
公式Twitterからぜひご覧ください。

1本目は人気の当院オリジナル二重埋没法「マイクロメソッ
ド＋α（アルファ）」
の動画。施術の内容を分かりやすく・楽
しく紹介しています。
順次、
他の施術も公開していきます。

QRコード
または
アカウント名
で検索！

QRコード
または
アカウント名
で検索！

seishinbiyou

IT’S

1 友だち追加

聖心美容クリニック

全身に使える“乳酸”配合のピーリング石けん

NEW ミルキーピール

【令和元年台風第19号】被災地への災害募金のお願い

M.D.ソープが新登場！

10月に発生した台風第19号は、各地で河川の氾濫や土砂災害、

製法と自然材料にこだわり、素材そのものの美容成分を壊すことなく生のままで
作製した100 ％植物由来の高級枠練り石けんです。
ニキビやくすみ、色素沈着や硬い黒ずみの原因になる肌表面に残る角質を取り
去り、新しい肌の生まれ変わりをサポートします。また顔だけでなく、身体やデリ
ケートゾーンにもお使いいただけます。

消費税法改正に
INFO 伴うお知らせ

1個 4,980円（税込5,478円）

軽減税率対象商品一覧
●

ビューティーエナジーPQQプラス

●

ビビスカル プロ

●

プロテクトエナジートリプルブロック

●

ポーサイン

ミネラルエナジーion

●

EQエナジー

ミネラルエナジーion鉄プラス

●

●

◇ 価格変更について
2019 年 10月1日から消費税率が変更されました。これ
に伴い、一部メニューの税抜価格を変更させていただ
きました。また、右記サプリメントは「食品」の分類に
該当し、軽減税率（ 8% ）の対象となります。
◇ キャッシュレス決済ポイント還元制度について
当院は、経済産業省で発表されている
「キャッシュレス・
消費者還元事業」での登録要件により、ポイント還元
事業登録の対象外となります。

●

Re-program -ファストダイエット
● Re-program -ビューティ
ダイエット
● Re-program -1番
（ファストサプリ：14包）
● Re-program -2番
（腸内環境改善サプリ：28包）
● Re-program -3番
（脂肪燃焼サプリ：28包）
●

ドクターメロンR

●

ProDHA

●

ジンクエナジー

●

Ogshi（オグシ）

●

コルム

●

プルーファエラスリフト

●

●

ウルツヤプリュス
モイスチャー
オーダーサプリ

洪水、浸水の被害が多発し多くの方が被災されました。心よりお
見舞いを申し上げますとともに、一刻も早
い復旧をお祈りいたします。
聖心美容クリニックでは、NPO共生フォー
ラムが行う災害復興支援活動に参画。同
法人を通じて、被災地域の復興をサポー
トいたします。上記活動に対する皆さまか
らのご支援も謹んでお受けしております。

ご支援方法
以下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ポイント=1円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：現金での募金もクリニック内にてお受けして
（受領書を発行いたします）
います。

聖心美容クリニック公式通販サイトのご案内
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。

ご利用方法
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。

会報誌Mieuxを電子ブックで公開中！
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。

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）

URL : www.biyougeka.com/mieux/
※表示金額の
（
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）内は税込価格です。
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