老化細胞を“リセット”し新たな細胞の再生へ

明 日 はもっと美 しい［ ミュウ ］

新しい概念のエイジングケア

06
VOL.

老化に抗うアンチエイジングに
対し、ネオエイジングとは
新たな細胞を再生させて
若返ること。
そして、それを可能にするのが

特集

です。
「Cellactin®（セルアクチン）」

2020
SPRING

「手軽にツル肌！」
エスラボ

姉妹院「S-Labo」誕生
アンチエイジングから
ネオエイジングへ

肌、髪、骨…さまざな身体機能が若返る。

30歳頃を境に急速に老化が始まる原因は､体内で分泌され、細
胞の若さを維持する成長ホルモン量の低下にあります。
そこで若
プローチによって生まれたのが「セルアクチン」
です。本製品は医
療機関専売のアミノ酸ペプチド複合剤で、主要成分は成長ホル
モン放出ペプチド。不足した成長ホルモンを補う補充療法とは
異なり、
自らの身体がつくり出す生理的成長ホルモンを増やすの
で安心です。
サプリ感覚で摂取するだけで、肌の若返りや白髪の
減少、
ダイエット効果が出やすくなるなどの実感が期待できます。
美容領域の
若返り

身体老化の
防止

筋・骨格の
強化

200

成 長ホルモのン分 泌

い頃のような成長ホルモンの分泌量を取り戻すため、医学的ア

セルアクチンは、成長ホルモンの量を取り戻すよう
神経分泌系に働きかけます。
成長ホルモン
分泌の回復

150
100

50
0

思春期前 思春期後半

歯周病対策と
インプラント維持

30

ダイエット
対策

50

70歳
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性機能減弱
改善

etc

Doctor’s comment

新しい若返りの概念

当院ドクターが試してみました！

体調も肌質も良くなり、肌が水を

朝から一日中元気でいられるよう

弾くようになります。患者さまから

になり、睡眠の質が上がりました。

「何か治療をしましたか？」
と聞か

身体の中から根本的な若返りが

れることも多いです。
東京院 伊藤康平 院長

1日1 回、就寝前に1 〜 2 錠
を服用。口の中でなめて溶
かしてください。

できます。
大阪院 寺町英明 院長

セルアクチン
（ 60 錠）3 万円（ 3 万 3,000 円）
※表示金額の
（

）内は税込価格です。

各商品のお問い合わせはこちらから。0120-977-041
●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

新生活前の
おすすめメニュー

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

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

ネオエイジングの
はじまり

エ ス ラ ボ

聖心の
姉妹クリニック

がオープン！

脱毛をメインにライトな施術を受けられる女性専用クリニック「S-Labo（エスラボ）」。

脱毛
％OFF

その第1号店「S-Labo渋谷院」が今年1月にオープンしました。

実施中！

※一部施術に限り

S-Laboとは？

脱毛をメインに、最新施術をカジュアルに受けられるクリニックです。

価格もインテリアもカジュアルな、聖心美容クリニックの姉妹店「S-Labo」。
「患者さまのことを第一に考える」
「高品質な美容医療をご提供する」姿
勢は聖心と変わりません。脱毛においても医師によるしっかりとしたカウ
ンセリングを行い、施術には最新機器を用います。また従来の脱毛サロ
ンの問題点であった予約の取りにくさを解消する「ネット予約」も実現。
ライトで高品質な美容医療を、すべての女性にお届けします。

聖心とどこが違うの？
ライトな
美容医療のみご提供

カジュアルな
雰囲気の院内

女性専用
クリニック

本格的な美容医療は行わず、

院内は患者さまが

聖心美容クリニックは男性

脱毛などライトな施術に

リラックスしやすくデザイン。

限っています。

待合室はオープンにしてい

「S-Labo」では手術を伴う

患者さまもお受けしていますが、

ます。

「S-Labo」は
女性限定です。

聖心と変わらないこと
とことん真面目に、高品質美容医療を提供します。

S-Labo 5つのこだわり

01

02

03

04

05

予約・変更が
Webで完了

速い・早い
脱毛機を導入

痛みを感じにくい
脱毛も

安心の
女性専用

個室で
施術

短時間でできる『速

従来の医療レーザー

脱毛はお洋服を脱ぐ

施術はすべて個室

完全にシステム化。 い』脱毛機や、効果

式脱毛に加え、痛み

ことも多いため、女

で。部屋の移動なし

予約もキャンセルも

をすぐ感じられる
『早

を感じにくい「蓄 熱

性専用に。看護師

で、お洋服の脱ぎ着

ネットでOKです。

い』脱毛機を導入。

式」
医療脱毛も導入。 もすべて女性です。

施術の予約管理を

02

もしていただけます。

まだまだ
ます！
こだわりがあり
医師が毎日常駐
● 当日1 時間前まで施術予約可能
● 当日2 時間前までキャンセル可能
● 脱毛機はスタッフ自身が試して
効果や痛み、安全性を確認済み etc...

詳しくはWEBをご覧ください
https://www.s-labo.clinic/

●

INFO

S-Labo（エスラボ）渋谷院
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町33-1
グランド東京渋谷ビル6F
最寄り駅：JR渋谷駅ハチ公口より徒歩7分
地下鉄「渋谷駅」A6-2出入口より徒歩5分
診療時間：11:00〜20:00（完全予約制）

開院キャンペーン実施中！

ご予約・お問合せはWebから24時間受付中！

03
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美しい春のスタートにピッタリ。 高 効 果・軽 負 担のおすすめメニューをご紹 介！

華やかな目もと＆シャープな鼻先

新生活前の今こそ
埋没法でぱっちりした目もとに

透明感のある肌へ

Point! こだわりの糸で最高の仕上がりを
心臓血管外科などで用いられる高価な
医療用縫合糸アスフレックス
（PVDF）
を

マイクロメソッド +α

最新マシンでお悩み改善！
若々しい理想の肌へ

く、十分な強度を長期間保ちます。

白・潤いなどお肌の悩みに応じた
薬剤をご用意。小ジワや肌のハリ、

まぶたを極細の医療用糸で留めて二重まぶたをつくる

肝斑、
にきび跡、小ジワから毛穴のたるみまで。
さまざまな

“埋没法”は、短時間で目もとを明るく華やかな印象に変

肌の悩みを改善し美肌へと導くのが、最新の総合美肌マ

えられる人気の施術です。
なかでも当院オリジナルのマイ

シン「 POTENZA 」です。真皮層に直接 RF（ラジオ波）の

クロメソッド+ αは、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

成を起こして毛穴を引き締め、ハリもアップ。RF 照射と同
時に薬剤を高浸透させる
「ドラッグデリバリーシステム」
で

しい時期に受けやすいのもメリットです。
また術前カウン

さらに効果が上がります。従来のマシンに比べ施術時の

セリングでの綿密なイメージシミュレーションにより、
ご希

痛みが軽減されたことも好評の理由です。

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

20代女性。術後1ヶ月。ぱっちりとした可愛らしい二重の目もとに。

すめです。

メッシュ状のチップで
New
鼻先をシャープに高く
！

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
（両側）20万5,000円（22万5,500円）
4点留め

Point! 各国で承認された安心の素材
３D 鼻尖用 PCLドームの素材は、体内
で溶ける医療用ポリカプロラクトン。体

3D鼻尖用PCLドーム（オステオポア）

1 創傷治癒

ニードルで皮膚
に 損 傷を与え
コラーゲン生成

RF照射

3

真皮層にダイレ
クト照射し毛穴
を引き締め！

20代女性。術後1ヶ月。薬剤導入プランで1回照射。毛穴と凸凹が改善。

薬剤導入

薬 剤を皮 膚に
導 入して美 肌
効果アップ！

シミの種類に合わせて
効果的にアプローチ

（ポテンツァ） 顔または首１回 18万円（19万8,000円）
POTENZA
2回目以降 16万5,000円（18万1,500円）
薬剤導入の場合 +1万円
（1万1,000円）〜

待望の
全院導入
！

New

※熱海院は除く。

PICOレーザー（トーニング・フラクショナル）

内のコラーゲンを増やす働きもありま
す。製品としてFDA（米国）、CE（欧州）、
に認証されています。
KFDA（韓国）

2

After

Before

料金

るみが気になり始めた 30 代後半から40 代の方にもおす

トリプル効果で若返り！

After

料金

スをいたします。
目もとの印象を変えるだけでなく、軽いた

毛穴が気になる方はオプションで
ボトックスもお選びいただけます。

熱刺激を与えることによりコラーゲン生成やタンパク質変

Before

り内出血も少なくダウンタイムも短いため、新生活前の忙

望の仕上がりラインを確認。お一人おひとりの目の形や

赤み に効く
レーザー

585 Quanta System Q1

「ナノ」
より短い「ピコ」秒でレーザー照射！施術時間が短くすむので

585nm 波長の新しいレーザーマシ

尖形成術。
その最新の施術が、数万人の鼻尖データを元

肌ダメージが少なく、高い出力で優れた効果を発揮します。異なる

ンが登場。赤い色に吸収される波

に３Dプリンターで作成されたメッシュ状のチップ「 PCL

波長を使い分け、お悩みに合わせた治療が行えます。

長のため、血管腫や赤ら顔、傷の赤

ドーム」
を使う方法です。施術はわずか 15 分ほど。短時間

トーニング 肝斑・くすみ・肌全体のシミ

フラクショナル ニキビ跡・毛穴・小ジワ

みややけど跡などに反 応して“ 赤

で確実にご希望の高さとボリュームを得られます。
また

レーザーを低い出力で顔全
体に複数回照射。
長い波長
で皮膚深部のメラニン色素
にもレーザーが届きます。

レーザーで皮膚に無数の微
細な穴を開け、
この傷を修
復しようとする自然治癒力
によって肌を再生させます。

み”を治療します。冷風を当てクーリ

鼻先が丸く大きい団子鼻を、
ツンと尖った鼻先にする鼻

PCLドームを挿入することで周囲に自家組織が形成さ
れ、約 2 年後には PCLドームが自家組織に置き換わるた
め効果が持続します。当院では手術時に鼻翼軟骨を縫
い縮める鼻尖修正を行い、PCLドームが埋没しない工夫
をしています。
ご自身の耳の軟骨を採取して移植する耳

After

20代女性。術後1ヶ月。丸みがあった鼻先がシャープになりました。
（オステオポア）
3D鼻尖用PCLドーム
（同日処置）40万円
鼻尖修正＋3D鼻尖用PCLドーム
（44万円）
既に鼻尖修正手術を受けている方 20万円（22万円）
※当院では3D鼻尖用PCLドーム挿入単独の手術は行っておりません。

Before
PICOトーニング
全顔 3万5,000円（3万8,500円）

After

ナル、
トーニング
を 2 回 照 射 。小
ジワが減り肌に
ハリがでました。

PICOフラクショナル
（7万7,000円）首 5万円
（5万5,000円）
全顔 7万円
顔上面
（額・目周り）3万円
（3万3,000円）

ングしながら照
射するため痛み
が 少なく、麻 酔
なし の 施 術 が
可能です。
料金

けていただけます。

Before

料金

え、今までの方法に不安を覚えていた方にも安心して受

50代女性。術後
フラクショ
5ヶ月。

料金

介軟骨移植等に加え、鼻尖形成術の新しい選択肢が増

04

RF 照射と同時に薬剤を導入する
「薬代導入ブラン」
では、肌再生・美

POTENZA（ポテンツァ）

採用。柔軟なうえ異物反応を起こしにく

アルファ

Point! 薬剤導入でさらに効果アップ！

585 Quanta System Q1

両頬
（赤ら顔／ニキビ跡）
3万5,000円（3万8,500円）
※東京院のみの施術です。

※表示金額の
（

）内は税込価格です。

05
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スッキリ小顔

New

フェイスラインすっきり
しかもリバウンドしない！

夏までにしたいボディケア

Point! 独自の工夫で腫れや痛みを軽減
従来のデオキシコール酸配合の脂肪溶解注射の
問題点は、痛みや腫れが強いことでした。
チンセラ・

チンセラ・プラス（脂肪溶解注射）

プラスは痛みを感じにくくするため成分の濃度を

チンセラ・プラスの主成分は、脂肪を溶かす働きがあるデ

るなど独自の工夫を凝らしました。
そのため脂肪溶

オキシコール酸。
この薬剤を頬やあご下に注入することで
余分な脂肪を分解・除去し、シャープなフェイスラインを

0.8%にし、かつ人の体液と同じpH=7（中性）にす
解効果を保ちながら、痛みや腫れの軽減を実現。
ダウンタイムも短くなりました。

高性能フィルター
（ピュアグラフト）
を用いて不純物を取り

た、幹細胞を活性化する働きもあるとされています。

する
「ピュアグラフト豊胸術」のプレミアム版です。吸引し
生着率の低下やしこりの原因となります。
ピュアグラフト

外へ排出することで脂肪細胞そのものの数を減らすた

は、脂肪に含まれる幹細胞は残したまま、不純物を80%

め、効果は半永久的。従来の脂肪溶解注射に比べて痛

除去できる特殊なフィルターです。
プレミアムピュアグラフ

みが少なく、脂肪分解作用を促進する働きを備えている

ト豊胸術では、
ピュアグラフトを通した濃縮細胞に FGF
（線維芽細胞増殖因子）液を添加することで、
さらなる脂

After

20代女性。術後2週間。頬とあご下の2部位に注射。

あご下のたるみがスッキリし、
フェイスラインもシャープに。
料金

けますが、症状によっては3 〜 5 回
の注入をおすすめしています。

二重あごを解消して
引き締まった小顔へ

チンセラ・プラス
両頬またはあご下 1回 4万円（4万4,000円）
両頬+あご下 1回 7万円2,000円（7万9,200円）

Point! 小顔に特化したカートリッジ
広域加熱

ウルトラセルQプラス

脂肪溶解

ボリュームの
減少

輪郭形成 & 引き締め

ウルトラセルQプラスは、HIFU（高密度焦点式超音波）
と
を引き締めるたるみ治療マシンです。
このマシンに小顔
に特化した新しいカートリッジ「リニア4.5 」が登場！あごと

力・広範囲の照射を行います。脂肪細胞にダメージ

FGF液

（線維芽細胞
増殖因子）

FGFが加わる
ことで生着率が
10%アップ！

プレミアムピュアグラフト豊胸術 120万円（132万円）

※脂肪吸引・脂肪注入・ピュアグラフト・麻酔・処方薬・アフターケア
費用を含む。血液検査代別途

こちらもおすすめ！医療用制汗剤

夏前にぜひ！切らずに
汗のお悩みを解消

1回使用で２〜５日効果が持続！
特許処方による、長時間効果が持続す
る新しい医薬品の制汗剤。汗を抑えた

ミラドライ

い部位に塗ると、汗腺深部に角栓を作っ
て
「フタ」
をすることで発汗を抑制します。

気になるニオイや、服の汗ジミ・黄ばみ…。
ワキのお悩み
を大幅に改善する“切らない”マシン治療が「ミラドライ」

た小顔を実現します。

です。皮膚の上からマイクロ波を照射し、汗とニオイの元

パースピレックス ワキ用（コンフォート）4,500円（4,950円）
ボディ用（手・足）5,000円（5,500円）

になる汗腺を壊すことで、軽度から中度の多汗症・ワキガ
を解消。水分の多い汗腺のみに反応するマイクロ波は周

超音波

辺組織にはほとんどダメージを与えません。
また施術時

与えることを目的としているた

しかも傷あとが
間は約 1 時間と短く、効果は長期間持続。

め、照射温度はリフトアップ治療

残らないため、
ノースリーブの

よりも低く、照射時間も短いの
Before

で施 術 時の痛みがより少ない

After

リニア4.5で3回照射。
あご下のもたつきが解消。
30代女性。

点もポイント。快適に治療が受
広域加熱

ウルトラセルQプラス
二重あご+小顔（リニア4.5㎜）
1回 5万5,000円（6万500円）3回 14万8,500円（16万3,350円）

服もワキを気にせず楽しめま
す。
「根本から治療したいけれ
ど手術には抵抗がある」
とい
う方におすすめの施術です。

術直後
表皮
真皮層

赤みが出る場合があ
りますが一時的なも
ので数日で消えます。

皮下
脂肪層

マイクロ波が汗腺の
水分に反応

料金

料金

けられ、継続的な治療で理想の
小顔に近づきます。

30代女性。感触も自然な美しいバストラインに。

を与えて脂肪を減少させるため、あごがすっきりし

頬の脂肪を減少させシャープな輪郭をつくります。
「リニ
は脂肪細胞にダメージを
ア4.5」

ピュアグラフト
で精製した
濃縮脂肪

After

Before

料金

いう特殊な超音波テクノロジーを利用してフェイスライン

リニア4.5 は脂肪溶解に適した温度・深さで高出

肪の生着率の向上が期待できます。

料
料金
金

す。1 回でも効果を感じていただ

て注入することで生着率を高める効果があります。
ま

除き、高い純度で濃縮したご自身の脂肪をバストに注入

胞を小さくするのではなく、細胞を破壊して尿と一緒に体

すぐに実感できるのもポイントで

線維芽細胞増殖因子（ bFGF ）は組織の修復・増殖
に不可欠とされる成長因子です。血流を良くする、新
しい血管をつくるなどの作用があるため、脂肪に混ぜ

た脂肪には不純物が含まれており、
そのまま注入すると

Before

Point! FGFとは？

プレミアムピュアグラフト豊胸術

手に入れることができます。デオキシコール酸は脂肪細

ため、短いダウンタイムで効果を
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生着率がさらに高まる
脂肪注入豊胸のプレミアム版

61日後

5日後
赤みは落ち着いて
きましたが、少し腫
れてきたようです。

赤みはすっかり消え
ました。腫れも落ち
着いています。

ミラドライ 1回 33万円（36万3,000円）
2回目以降 19万円（20万9,000円）

※表示金額の
（

）内は税込価格です。
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私が
しま 体 験
した
！

Dr.梅田の
「眉下リフト」Report！

眉下リフト（眉下切開法）は、目元の自然な印象は変えずに、上まぶたの

東京院・大宮院

たるみと腫れぼったさを同時に改善できる手術です。今回は自らが治療を

梅田 剛医師

体験した梅田医師が、リアルな感想や気になる経過を紹介します！

眉下リフトとは？

手術の流れは、眉毛の下のラ

けた印象を与えます。また視野が狭くなるため目が疲

インに沿って皮膚を切開し、た

れやすくなることも。そんな症状を改善するのが眉下リ

るみの原因になる余分な皮膚

フトです。また、アンチエイジング目的だけでなく、二

や組織、脂肪を除去。最後に

重の幅を広げたり、スッキリとした目元にするのにも向

皮膚を縫合します。眉毛に沿っ

いています。幅広い年代の方に向いており、守備範囲

て切開するので傷跡が目立ち

が広いですね！加齢でまぶたが下がってきた（二重の

にくくなります。私が実際に治療を体験したので、患

幅が狭くなってきた）、もともとまぶたの皮膚が厚い、

者さまにとって気になるダウンタイムや傷跡について

スッキリとした二重にしたいという方にオススメです。

は、写真をまじえてしっかりレポートします！」

体験！

2

皮膚が引きつれない
縫い方

3

症状を見極め
最適な方法を提案

美容外科医の私が眉下リフトを受けました！

「元々私は眼瞼下垂があるわけでも、皮膚のたるみが強い

4

執刀医のDr.牧野

結果は…

患者さま一人ひとりに、こだわりをもって最良の提案を

しかし、美容医療に携わる医師として私がしっかりと守っているの
は、お勧めできない治療、不要な施術は絶対に行わないというこ

切除する余剰皮膚

とです。どんな治療においても、自分が最良と考える施術しか行
いません。ですから、最近ある患者さまに「色々なクリニックで多

File.

個々の目に
合ったデザイン
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くのドクターの診察を受けたが、先生が一番正直で私のことを真
剣に考えてくれている気がする」
と言われたときは非常に嬉しく思
札幌院

前多 一彦院長

北海道出身。国立旭川医科大学卒業。技術とセンス、
そして細部へのこだわりを追求する職人肌。毎日更新
しているブログは同業のドクターからもチェックされる
ほど。地元北海道ではテレビ出演でもおなじみ。

気になるダウンタイムを
リポート！

2nd Day

直後、全然
腫れていない！

起きたら
腫れててビックリ

いました。
美容医療は女性にとって自分の外見に自信と愛着を深める究極
のアイテムです。今後はさらにジェンダーレス化が進み、女性だ
けでなく男性にも美容医療が広がってほしいと願っています。

多様なアプローチで、美肌づくりに力を尽くす

すが、それをきちんと理解して患者さまと共有し、やがて目標を達
成して患 者さまの笑 顔を見ることができたときにやりがいを感じま
す。そのため私が医師として一番大切にしているのは、何をする
のがベストなのかを判断するために、患者さまの訴えをしっかり聞

After

くこと。そして患者さまに共感することです。

4th day
抜糸。
ここからお化粧
ができ、傷跡を目立ち
にくくできます！

手術直後より目の開きやすさを実感しました。
家に帰るときは少し痛かったけ
れど、
翌日以降は痛みませんでした。Afterの写真は術後2ヶ月のものですが、
目の重みが取れてスッキリ。見た目も10歳若返りました！しかも疲れにくくて、
まさに一石二鳥です。
詳しくはぜひブログを見てください。
聖心 梅田剛
料金
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ドクターから美容医療への思いを聞きました。

医師と患者さま両者の理想とする結果が異なるケースがあること。

1st day

きました。そして当日。始めに麻酔をかけますが、これは意

眉下リフト 30万円（33万円）
（オプション）脂肪除去を行う場合 ＋8万円（8万8,000円）

「ドクターズルーム」。今回も二人の

美容において何をゴールとするかは患者さま次第。難しいことで

覚しており…今回ついに念願叶って手術を受けることがで
外と痛くなく、ただライトを眩しく感じていました。」

「仕事の流儀」をテーマにお話を聞く

美容医療のそんなところにやりがいを感じます。一方で難しいのが、

わけでもないと思います。でも5年ほど前から目の重さを自

Before

「 仕 事の流 儀 」#4

聖心美容クリニックのドクターに

患者さまの外見だけでなく、性格や人生まで変えることができる。

当院の「傷跡がわからない」
「 仕上がりがキレイ」な理由
眉毛を残す
切開法

Theme

上まぶたのたるみをスッキリ。老若男女、幅広く人気です。

「加齢によるまぶたのたるみは、目を小さく見せたり老

1

Doctor’s
Room

2 weeks

腫れはほぼ
ありません。

そして2ヶ月後の今は、傷跡はほとんど
気になりません。赤みが消えるには
術後3ヶ月ほどかかります。

私は美しさのための一番のポイントは美肌だと考えています。だ
から私の好きな施術は日々のスキンケアの改善と、ビタミンA（レ
チノール･トレチノイン）外用療法です。みなさん、どうぞ今やっ
ている家でのスキンケアを見直し、専門医に相談してみてくださ
い。私たちは美しさはもちろん、皮膚の健康を保つという重要な
お手伝いもすることができます。これからもっと熱海院の認知度を

聖心公式YouTubeチャンネルで実際の手術の様子も公開中！
※切開・出血シーンがありますので苦手な方はお控えください。

※表示金額の
（

）内は税込価格です。

上げ、気軽に相談できる美容皮膚科医として、多くの方の肌をき

File.
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熱海院

小林 美幸院長

東京女子医科大学医学部卒業。
「すっぴんDr.」
として
ノーファンデーション主義を貫く美肌の持ち主。豊富
な知識と経験に基づく診療と自身の経験も踏まえた
スキンケア指導で患者さまから絶大な信頼を誇る。

れいに健康にしていきたいと思います。
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Salon de
Mieux

聖心美容クリニックの
INFO 公式サイトとマイページ
システムがリニューアル
Special

聖心の活動＆
新着情報のご案内

このたび、公式サイトならびにマイページシス
テムをリニューアルいたしました。
今回のリニューアルは、メインビジュアルの変
更に加え、
「見やすさ」
「使いやすさ」などの改
善を図ることを目的としております。今後もみ
なさまへ正しく、わかりやすい美容医療情報
を、公 式サイトを通じて発 信してまいります。
ぜひ、ご利用ください。

真摯に患者さまと向き合うクリニックをイメージしたメインビジュアルに。

正しい美容クリニック選びの啓蒙イベント 第2弾

「#UglyBlackBox」
を
実施しました

横浜院にてオンライン ご利用には
「curon（クロン）」
診療（処方）スタート
アプリの
東京院に続き、12 月より横浜院でも
スマートフォンのビデオチャットによる
遠隔診療がスタートしました。当院で
1回以上、薬の処方やサプリメント・コ
スメの購入をされたことがある患者さ
まがご利用いただけます。詳しくはク
リニックまでお問い合せください。

2
1
3

3

広島開催の様子 2 福岡開催の様子
福岡院の美原院長がテレビ取材に応じました

IMCAS World Congress2020に参加

1 月30日〜 2 月1日にフランスのパリで開催されたIMCAS World Congress2020に、名古屋院 加藤
院長、熱海院 小林院長が参加しました。毎年 1 万 2,000 人を超える、医師・医療関係者が出席する形

ダウンロードが
必要です。

対象メニュー
（一部）
：毛髪・痩身・美容皮膚・
美容内科・美容漢方・多汗症の処方箋・サプリメント

カンボジアの子供たちから元気をもらおう！大作戦
NPO法人 共生フォーラムとは
「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。
［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

聖心美容クリニック公式通販サイトのご案内

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す。
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「 Onda（オンダ）」は、Coolwaves TM（クール
ウェーブ）
という脂肪を破壊するために開発さ
れた独自のマイクロ波を利用した痩身マシン
です。体に負担をけかることなく体内に蓄積さ
れた皮下脂肪を分解し代謝とともに体外に排
出します。照射と同時に肌表面を冷却するこ
とで安全にかつ快適に施術を受けることがで
きます。頑固なセルライト除去や皮膚の引き締
めに効果的です。

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。
昨年完成した児童養護施設「共生の家」
で
は、12 月末より子ども達の入居が始まりまし
た。子ども達が健やかに成長し、やがてひと
り立ちできるよう、保護と教育の他、協調性
や思いやりの心が育めるよう、皆さまのあた
たかいご支援を心よりお待ちしております。

1

広島でのイベントの様子と来場者の
感想をYouTubeで公開！

NEWS

ハンディタイプの3Dシミュレーションシステムが札幌・大宮・名古屋・大阪・広島院に導入されました。
あら
ゆる部位を自由なアングルで3D撮影することができ、
シミュレーションだけでなく、顔・身体の計測が可能
になったことで、術前術後の変化を視覚化、数値化できます。

CSR活動報告

聖心美容クリニックでは、正しい美容クリニック選びを
推進するための啓蒙活動を行っています。活動の一
環 とし て イ ベ ント も 開 催 し て お り、そ の 第 2 弾
「 #UglyBlackBox（アグリーブ ラックボックス）」を、
2019 年 11月15 〜 17日に広島、11月22 〜 24日に福岡
にて、実施しました。街中に突如として現れた大きな
黒い箱。
その中を覗くと、
そこはとあるクリニックの一室。
中ではコンプレックスを喰い物にする悪徳クリニックの
醜い姿と密室で繰り広げられる恐怖を体験することが
でき、合計 1,901 名の方にご参加いただきました。

学会報告

札幌・大宮・名古屋・大阪・広島院に
「ベクトラハンディ」
導入
3Dシミュレーションシステム

※対象部位は腹部のみ。詳しくは東京院までお問い合わせください。

ア グ リ ー ブ ラック ボ ックス

https://youtu.be/jMYiwAVXEQk

NEW

東京院に
導入
脂肪分解マシン
「Onda（オンダ）」

公式サイトは
こちらから！
https://www.biyougeka.com/

新規導入のお知らせ

IT’S

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。

上：昨年 3月に完
成した
「共生の家」
左：入居第1号の
子ども

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/
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