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特集

「クリニック・ケアで 美肌に直行！」
“すっぴんDr.”小林医師の美肌レクチャー second season

Beauty Menu Line-up

プレミアムPRP皮膚再生療法の
症例大公開！

明日はもっと美しい［ミュウ］
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夏の日差しに負けない

「飲む」「塗る」紫外線対策

摂取後１～２時間で成分が肌に届く、即
効性のある紫外線対策サプリ。継続する
ことで、日焼けによるシミや光老化を防止
し肌質も改善します。さらに日焼け後の摂
取でも肌の赤みを抑えます。

強い抗酸化力を持つ白いトマトが原料。肌の色素沈着を改善
し、メラニンの形成を抑制。美白とシミ改善の両方に効果を発
揮します。UVケア効果もあるので、ぜひこの夏から！

飲んで全身UVケア！
日焼け後にも◎

美肌＆美白UVケア効果も

プロテクトエナジー 
トリプルブロック

クリスタル・トマト

30粒 1万3,000円（1万4,300円）

肌にすっとなじんで白残
りしない、ストレスフリーな
使用感。肌に優しい低刺
激処方で強力に紫外線
をガードします。汗で落ち
にくいのでアウトドアやス
ポーツ時の強い味方に。

しっかりアウトドア対策！

普段使いにぴったり！

50g 3,800円（4,180円）

エムディア
UVシルキー
プロテクション

敏感肌用に作られた日焼け止めクリー
ム。しっとりした使用感で、気になるシミ
や色ムラなどをひと塗りでカバーします。
洗顔石けんだけで落とせるのも嬉しい。

UVイデアXL /
UVイデアXL プロテクションBB（ライト・ナチュラル）
30ml 各3,400円（3,740円）

ラロッシュポゼ
UVイデアXLシリーズ

30粒 5,800円（6,264円）
120粒 2万1,000円（2万2,680円）

塗る

飲む

SPF50
PA++++

化粧下地
SPF50+ 
PA++++

BBクリーム

SPF50+ 
PA++++

日焼け止め

夏の紫外線から美肌と健康を守る、
聖心おすすめアイテムをご紹介します。

ライフスタイルやシーンに
合わせてお選びください。

外から内から

紫外線対策

日差しに負けずに
キレイをキープ！



クリニック・ケアで美肌に直行！ 
美肌レクチャーfirst-seasonでは、自宅でのセルフケアの重要性を教えてもらいました。

今号からスタートするsecond-seasonでは、それにプラスしたい“クリニックでの美肌ケア”

について、小林医師に聞いていきます。

シミだけじゃなく、そばかす・小ジワ・
赤ら顔…いろんな悩みを解決！

Dr. Kobayashi's beautiful skin lecture

̶̶クリニックへはどんなタイミングで行けばいいの
でしょうか。具体的なトラブルが起こったとき？ それ
とも自宅ケアと並行して定期的に通院したほうがよい
ですか？ 
　目的なく行くよりも、シミやシワなど気になる症状が
出てきたらクリニックで治療していくのがおすすめで
す。ひどくなってからではダウンタイムや金額などい
ろいろな面で負担が大きくなるので、症状が出たら
早めに、少しずつ治療しましょう。自宅ケアでよくなら
ないと思ったら、高い化粧品を買って試すより、プロ
に相談するほうが美肌に直行できますよね。

※表示金額の（　）内は税込価格です。

「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

supervisor

̶̶よくわかりました。ではこれから始めようと思っ
ている方に「クリニックでの美肌治療」の全体像を教
えてください。
　たとえばシミは皮膚の中にあるメラニンを破壊しな
ければ治りませんが、メラニンを破壊するのは医療
行為なのでクリニックでないと改善しません。さらに
その後のケアも大切ですし、予防も含めてその人の
肌に合わせて医師が診察し治療方針を決めていけ
るのはクリニックだけです。
1ヶ所のシミを治療するならシミレーザーで、シミの種
類によっていくつかの機種から選びます。顔にたくさ

んシミがある場合は、まず気になるシミをレーザーで、
次は顔全体を光治療ライムライトで少しずつ明るくし
て…というように、ライムライトとレーザーのコンビネー
ションがおすすめです。毛穴やニキビ跡などにはポ
テンツァやピコフラクショナルが有効だし、たるみに
はウルトラセルQプラス。というように、一つだけでは
なく複数の治療を組み合わせていくと皮膚全層が若
返り、きれいな透明感が出てきます。
̶̶幅広い治療があるのですね。そのなかで入門
編として受けるのに適した、比較的手軽にできるも
のは何でしょうか。
 　まずはピュアレチノール0.1%を配合したナノメッド
VAエッセンスから始めるのがいいでしょう。市販のレ
チノール配合製品より濃度も高く、配合も私の意見も
取り入れていただいていますから、とても使いやすく
なっています。1本6,500円（税抜）で2ヶ月くらい持
ちますので、このクリームを始めたうえで、ピンポイン
トな濃いシミが気になる場合はレーザーで、薄いシミ
やくすみが全体的にある場合はライムライトがよいと

思います。
皮膚の奥までピンポイントで届く波長の
レーザーと違って、ライムライトの光は浅
く広い波長で、シミにも赤味にもくすみ
にも小ジワにもと全体的に少しずつ顔を

若返らせてくれますから、顔
全体をきれいにしたいならラ
イムライトでしょうか。またシミ
だけでなくコラーゲンを新生
させ肌のハリもよくなります。
̶̶ライムライトを受けたあと
について教えてください。 
　美容クリニックでの治療が
初めてという方がライムライトを受けた場合、1回目で
強めのパワーでしっかり照射できると感動の結果が
得られることも多いですよ。照射後は、皮膚の上の
ほうにあるメラニンが細かいかさぶたになって浮いて
きますが、翌日からメイクで隠すことができ、1週間程
度で自然に剥がれてきれいな皮膚になります。
照射は5回程度必要で、実は1回受けるとすぐにやりた
くなってしまう方が多いのですが、照射間隔は1ヶ月あ
けていただいています。もちろん術後は肌が刺激を受
けやすくなっているので、いつも以上に保湿を心がけ
て、特に日焼けは絶対にしないようにしましょう。日焼
け止めをしっかり塗って、ビタミン等もできれば摂った
方がいいですね。また5回受けた後も、数ヶ月に1回程
度照射すると美肌をキープできるのでおすすめです。

女性。ライムライトを1回照射し、術後10ヶ月。頬を中心に目
立っていた大きなシミが改善。シミが多い場合、一つずつ
レーザーで処置するのは負担になりますので、全体的に治
療できるライムライトが適しています。

Before After

混在した症状を同時に改善して、肌の印象を飛躍的
にアップ！さらに真皮層のコラーゲンの産生を促し、
ハリのある若 し々い肌へと導きます。痛みもダウンタ
イムも少なく、施術後すぐにメイクも可能。従来の白
人向けの光治療器に対し、日本人の肌を徹底的に
研究し技術を結集して作り上げた、黄色人種の肌に
効果が出やすい治療器です。

料
金 顔全体 1回 3万3,000円（3万6,300円）

ライムライト

ライムライト

次号ではレーザーについてお話しします。
check!

Dr.小林
美肌レクチャー

vol. 1

second season

ライムライト施術の様子

ナノメッド
VAエッセンス

second season

recommend
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術後2年4ヶ月。くぼみ目になっていた症状だけではなく、
目の開きまで改善。二重のラインも自然で、若 し々く見えます。

皮膚再生療法
の症例を大公開！

人気の部位

目のまわり

凹凸を解消！
目もとすっきり、肌まで若 し々く

File. 1 File.2

術後1年2ヶ月。プレミアムPRPのみでクマ・たるみが改善す
るケースも。目の下の印象が変わることで顔全体の若返りが
期待できます。

術後6ヶ月。口もとの影がなくなり、若々しい印象に。マリオ
ネットラインも老け顔に見えてしまう大きな原因で、治療希望
の多い部位です。

術後1年3ヶ月。目のクマが改善。皮膚の毛穴が締まり、ハリやツヤもでまし
た。PRP治療は同時に肌の改善もできるため、若 し々く印象UP。

術後6ヶ月。右目はくぼみが強く三重になってい
ましたが、自然にボリュームアップし改善されまし
た。若 し々く明るい印象に。

ほうれい線・
マリオネットライン

“老けライン”を解消！
口まわりをふっくらキレイに

Around the eyes smile lines / marionette lines

シワ・凹みなど、加齢のサインにさようなら！
目の下や口まわりなど、気になる部分に注射をするだけ。加齢症状を手軽に改善、さらにダ
ウンタイムと副作用のリスクを少なくすることも可能にしたのが、当院人気№1のプレミアム
PRP皮膚再生療法です。今回は目の下などおなじみの部位をはじめ、顔のあらゆる部位、
さらには首や手の甲など広い部位に効果があることも症例写真を通じてご紹介します。

段差が治るだけでなく、
皮膚のシワなども改善されることでより若 し々い印象に。

溝を埋めるだけでなく、頬の膨らみとのバランスも意識。
「面」として美しく仕上げます。

20代

30代

40代
50代

60代

70代
以上

PRP施術を受けられた
患者さまの割合

気になる目まわりや口元は、治療の
効果を感じやすい部位でもあります。

ご自身の血液から抽出した血小板を多く含む成分（PRP）は、肌の
活性化などさまざまな働きをする「成長因子」を放出します。PRP
を注射することで、肌内部のコラーゲン生成が促されシワや凹みを
改善。さらに研究を重ねて当院独自の手法を確立し、膨らみすぎ
やしこりのリスクを減らすことにも成功しました。幅広い年代の方に
支持されて症例数をのばし、現在人気№1の施術となっています。

ご自分の血液を使った治療だから安心column

術後3ヶ月。写真の片側が特に溝が深く、気にされていました。
術後はその溝も目立たなくなり印象UP。

術後3年。長期に渡り効果が続くのもプレミアムPRP皮膚
再生療法の特長。若 し々い印象が長く続き、さらなる老化
の予防にもなります。

術後1年。老けて見える大きな原因だったほうれい線が改善。
お顔の印象が良くなり、毛穴や肌質も改善。

Before

Before
Before

Before

Before

BeforeAfter

After AfterAfter

After After After

40代女性
ほうれい線

50代女性
ほうれい線

50代女性
マリオネットライン

40代女性
マリオネットライン

Before

Before
After

※2020年4月時点

当院1番人気の
施術！
症例数

突破！
件54,000

※

40代女性
目の上のくぼみ40代女性

目の上のくぼみ

30代女性
目の下の膨らみ50代女性

目の下の膨らみ

ほうれい線・マリオネットライン  各29万円（31万9,000円） Price目の上・目の下  各29万円（31万9,000円） Price

聖心人気

No.1

こ
ん
なに

変わる！

※表示金額の（　）内は税込価格です。04 05



“居座りジワ”を解消！
ふっくらツルッと若返り

術後1ヶ月半。手の甲のスジや血管を
目立たなくさせることで、ハリのある
若 し々い印象の手になりました。 術後6ヶ月。お悩みの方が意外と多い首の横

ジワも、プレミアムPRPで綺麗になくなります。

術後3ヶ月。TV企画でプレミア
ムPRP皮膚再生療法を体験
された方です。お顔全体の老
けて見える原因が改善され、
自然でありながらぐっと若 し々
い印象のお顔になりました。

カウンセリングから施術経過
までの一部始終を動画でご
覧いただけます。

術後6ヶ月。頬の凹みは顔に影を生み、年齢を
感じさせることに繋がります。
ふっくらとさせることで、女性らしい頬になりま
した。

30代女性
頬

40代女性
首

50代女性
手の甲

おすすめの部位 さりげなく若返りができ、複数部位の
組み合わせでさらにきれいに！

術後4ヶ月。痩せて小ジワが刻まれた額に注入することで、
小ジワが減り、ふっくらと丸みのある額になりました。

40代女性
額

50代女性
こめかみ・目の下・

ほうれい線・マリオネットライン

術後3年。こめかみの凹凸が目立つと老けた印象に。
凹凸をなくすことで、若 し々い印象になりました。

forhead / temple

表情ジワも、いつのまにか居ついてしまったシワも追放。
シワが気にならなくなると、表情も生き生きと魅力的に。

Before

Before

After

After

After

50代女性
こめかみ

Before

Before

Before

After

After

After

頬の影を解消！
明るい笑顔を取り戻す

cheek

凹みも老けて見える原因です。ハリと弾力のある
ふっくらした頬で、ハツラツとした印象に。

Before

File.5

手の甲・首

“老け見え”の原因を解消！
手や首もとにも自信が持てる

back of the hand / neck

シワのないふっくらした手で全体の印象も若返り。
意外と目につきやすい首の横ジワも軽減できます。

File.6

複数部位の
組み合わせ

組み合わせ治療の
相乗効果で見違える！

combination

Check here!

たとえば目の下、ほうれい線、額など複数部位への
注入も可能。全体の印象が驚くほど若返ります。

世界的権威の
医学誌  に論文掲載※

ベストペーパー
アワード2016

受賞

※表示金額の（　）内は税込価格です。

患者さまの皮膚の状態や厚みなどによって濃度・成分比・注入量・注入の深さを調整。聖心
オリジナルメソッドは、まさにオーダーメイドの治療法です。またPRPの濃縮度を上げて効果を
高め、しかもその効果は3年以上持続。少ない注入量でしっかり効果が得られるため、注入
量過多によって起こる注入後の膨らみリスクも最小限に。2016年に受賞した権威ある賞は、
プレミアムPRP皮膚再生療法が世界レベルで高い評価を受けた証です。 ※PRS （November 2015

 volume 136 Issue5）

“効果は最大・リスクは最小”の聖心メソッドcolumn

額（範囲による） 2cc・こめかみ  各29万円（31万9,000円） Price

手の甲（範囲による）  4cc  43万円（47万3,000円）首（範囲による） 2cc  29万円（31万9,000円）Price

上記4部位を同日処置の場合   71万円（78万1,000円）Price

頬（範囲による） 2cc  29万円（31万9,000円） Price

額・こめかみ
3File.

頬の凹み
4File.
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口角が下がっていると不機嫌そうに見え、シワ
が目立つと老けて見える…唇は、人の印象を
左右する大切なパーツです。口角が自然に
上がった唇を手に入れて、やわらかな

印象にチェンジしましょう。
× ×

注入箇所×
印＝ヒアルロン酸
印＝ボトックス

ヒアルロン酸で形を整え、ボトックスで口角を
引き上げます。その結果、笑った時も笑ってい
ない時も口角がキュッと引き上がったやわら
かな表情に。メスを使わず2種の薬剤を注入
するだけなので傷跡や腫れの心配がなく、注
入直後から効果を実感できるのもポイント。
理想の唇になること
で、笑顔がより美しく
なります。

スマイルリップ注入法（ヒアルロン酸+口角のボトックス注入）

日本人向けに開発

クリニック専売唇用美容液。
エイジングケアにも！
「瞬時に」×「じわじわ」と
ボリュームアップ！
ヒアルロン酸＆リンゴ酸で、
もっちり保湿

スマイルリップ切開法（プレミアム口角挙上術）

メスを使わず理想の唇に

「スマイルリップ」で
ふっくら魅力的な唇へチェンジ！

意外と大切な
口元を変えて印象アップ！

ふっくらツヤツヤ
おすすめリップ

単に唇の厚みを出すだけでなく、なりたい唇の形にデザインする

人気メニュー「スマイルリップ」。笑っていない時も、

微笑んでいるような印象になります。

20代女性。術後1ヶ月。自然に口角
があがり魅力的な唇になりました。

20代女性。口角が引き上がった
ふっくらと女性らしい唇になりました。

料
金 ヒアルロン酸＋口角のボトックス（ジュビダームビスタ ボルベラXC） 13万1,000円（14万4,100円）

追加注入付プラン（1ヶ月以内1回/同日申込み） 19万1,000円（21万100円）

スマイルリップ注入法

※表示金額の（　）内は税込価格です。

※ヒアルロン酸、ボトックスそれぞれ単独での施術も可能です。

唇が痩せて
老け顔に見える

口角が下がって
不機嫌そうに見える

Before

After

Before

After

口角近くの皮膚を切開し口角を上げる筋肉を
短縮することで、直接口角を持ち上げる手術
です。不機嫌そうに見えてしまう「への字口」を
改善、さらに「おちょぼ口」（小さい唇）を横に広
げて、いつも微笑んでいるような魅力的な唇に
することができます。傷が隠れる工夫をしてい
るため傷跡が目立
たず、効果は半永
久的に続きます。

手術で半永久的な効果・おちょぼ口も改善

料
金 30万円（33万円）

スマイルリップ切開法（プレミアム口角挙上術）

料
金 1本（6.5ml） 各5,800円（6,380円）
ベイビー リップ プランパー R+

切開箇所

「仕事の流儀」#5

聖心美容クリニックのドクターに

「仕事の流儀」をテーマにお話を聞く

「ドクターズルーム」。今回も二人の

ドクターから美容医療への思いを聞きました。

美容医療は実力主義。だから好きな施術は、結果が明らかになる
手術全般です。また医師として大切なのは確かな技術、コミュニケー
ション力、そして必要なことと必要でないことを、感性と知識をもってア
ドバイスする力です。的確なアドバイスによって患者さまに納得してい
ただくことが､よい結果へとつながるのです。またもうひとつ、常に逃げ
ないで挑戦することが私の信条です。今後アンチエイジングはますま
す需要が増えることが予想され、私も力を入れていきたい分野です。
女性の若 し々さのポイントは皮膚のハリと私は考えていますが、年齢
を重ねていくと、特に目周りのアンチエイジングは重要になってきます。
人生をより豊かにするために、ぜひみなさんも挑戦してください。
院長としての将来的な目標は、次の世代を支えるドクターを育てるこ
と。自分のこととしては、歳をとっても第一線でいられるように、モチベー
ションと体力を維持すること。目標を達成できるよう、これからも日々 努
力を積み重ねていきます。

常に「美」に挑み続ける姿勢を大切に

患者さまの喜びを医師としてのチカラに

好きな施術は若返り全般と豊胸術ですが、患者さまの希望通りにそ
の場で結果が出る注入のような施術も好きです。患者さまがコンプ
レックスから解消されたり、より容姿に自信を持たれて笑顔でまた来
院していただけることに、医師としてのやりがいを感じます。
最近こんな出来事がありました。大変な病気で治療中の患者さまが、
顔もげっそり痩せてしまい、仕事に復帰する勇気が持てないと来院さ
れたのです。そこでヒアルロン酸をお顔に注入したのですが、施術
直後に「前のふっくらした元気な顔に戻った！」と涙を流して喜んでい
ただけました。こんなにも喜んでいただいて光栄だと思うと同時に、
私も患者さまから勇気を貰いました。
これからの目標としては、治療結果はもちろん、接遇やアフターケアも
含めて「関西で美容治療するなら聖心！」といわれるクリニックにするこ
と。個人的には、私は今年で50歳になりましたが、アンチエイジング
の治療もして、カッコいい年のとり方をしたいと思います。

Doctor’s
Room
�eme

東京院 伊藤 康平院長File.9
神奈川県出身。福島県立医科大学医学部卒業。確
かな技術と的確なアドバイスでスタッフからも信頼が
厚い。スキューバダイビングやスキー、サバイバルゲー
ムなど多趣味で、装備も揃えるほどの本格派。

大阪院  寺町 英明院長File.10
岐阜県出身。岐阜大学医学部卒業。コミュニケーショ
ンを大切にし、患者さまの「こうなりたい」に寄り添っ
た診療には定評がある。元はラグビー部でラグビー
観戦に行くことや、食べ歩きが趣味。

レチノール
配合！

寂しげな口元を
印象的にしたい

08 0909



QRコードから

登録方法は3パターン！ Check
!

Step1
Step2

Step3

友だち追加

「@seishin」で検索

1 公式アカウント

「聖心美容クリニック」で検索

2 3

4月より当院のLINEがリニューアルしました！

血管腫や赤ら顔、やけど跡などに反応して赤みを治療する585nm波長のレーザーマシンが、東京院に続
き、札幌・大阪院に追加導入されます。従来の色素レーザーに比べて施術中の痛みが少なく、ダウンタイム
が短い点が特長です。詳しくはクリニックへお問い合わせください。

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

※札幌、東京、大阪院のみ

NEWS 3月1日、2日に、札幌院前多院長がハワイにて解剖実習の指導医・講師として参加しました。小鼻縮小、ハ
ムラ法のライブオペを行いました。各国の外部ドクターが供覧し、活発なディスカッションが行われました。

INFO

東京院が教育関連施設美容外科に認定されました
2020年4月1日より東京院が、これまでの実績が認められ、社団法人日本形成外科学会「教育関連施設美容外科」に認
定されました。認定医療機関として、より安心・安全な美容医療の提供を医師・スタッフ一同で努めてまいります。

札幌、大阪院に「585 Quanta System Q1」導入予定

学会

学会

新型コロナウイルス拡大防止に関する
当院の対応について ※4月22日時点

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在当院では診療時間／電話受付時間の短縮および、予約制限の対応を行って
います。詳しくは、おかかりの院にお問い合わせいただくか、当院公式サイトをご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご理解とご協力をお願いいたします。 ※この情報は4月22日時点のもので、今後の状況に応じて随時更新されます。

当院では、患者さまならびにクリニックスタッフの
健康と安全の観点から、下記のような院内衛生
強化に努めております。

●医師・スタッフの検温
●医師・スタッフのマスク着用・手指消毒の徹底
●微酸性次亜塩素酸水もしくは、次亜塩素酸ナト
リウム、アルコールによる定期的な院内消毒
（待合・ドアノブ等）
●微酸性次亜塩
素酸水による院
内の空気除菌と
定期的な換気

●院内に設置して
いるファイルや
商品ディスプレ
イの一時撤去

※予約キャンセルについて
期限のあるコース処置については延長をさせていただきます。
詳しくはおかかりの院までお気軽にお問い合わせください。

●海外から帰国後2週間以内の方の来院はお断りさせていただきます。
●ご来院の際はマスクの着用・手指消毒をお願いしています。また、体
調の確認と検温を実施させていただき、検温にて37.5℃以上の発
熱が認められた場合は当日の診療（カウンセリング・施術・処方など）
をお断りさせていただきます。

●高侵襲（脂肪吸引、豊胸術、広範囲のフェイスリフト等）の施術は延期
のお願いをさせていただく場合があります。

●お薬などの処方は、オンライン診療curon（クロン）へのご案内が可
能です。

●発熱やせき・息切れがあり、14日以内に新型コロナウイルス感染症の
流行地域から帰国した

●新型コロナウイルス感染症の方と濃厚接触があった

37.5度以上の発熱かつ呼吸器症状がある方は、2週間後以降へのご
予約の変更をお願いいたします。また、以下の患者さまはご来院前に
必ず事前に最寄りの保健所、あるいは医療機関に電話で相談し、指
示を受けていただきますようお願いいたします。

より手軽にご
予約が

できるように
なりました 画面下の「LINE予約」ボタンから、表示される

質問にそって情報を入力いただくだけで簡単に
予約ができます。

※これまでのLINEトーク機能（テキストでのお問い合わせ・ご相談）は使用いただけません。
　お電話またはWeb相談フォームをご利用ください。
※S-Labo（エスラボ）のご予約はお取りできません。ご予約希望の方は
　S-Laboサイトよりお願いします。

New

1.
New

2.

New

3.

1

2

3

簡単スピーディ予約

◇当院の衛生対応◇ ◇患者さまへ◇

ご来院前

ご来院前・ご来院時

8桁のカルテ番号とメールアドレス
を入力いただくとポイントが通知さ
れます。

保有ポイント照会

「電話問合せ」ボタンからお近くの
クリニックへ電話がつながります。

簡単電話問合せ

「I LOVE ME 20代篇」 「I LOVE ME 30代篇」 「I LOVE ME 40代篇」

当院の新しいTVCM
「I LOVE ME」が
完成いたしました

INFO
Special

当院の新CMが完成し、4月1日より北海道、中京、近畿、広島、福岡エリアにて放映がスタートしました。
自分と向き合い愛せるようになることで、未来を前向きに進もうと決意した、女性の存在感と強い想いを3つの年代別に
表現。一人でも多くの女性が自分らしく輝ける未来を実現して欲しいという願いが込められています。
新CMは公式YouTubeチャンネルでも公開しています。ぜひご覧ください。

YouTubeで公開中！

https://www.youtube.com/
user/SeishinBiyougeka

解剖セミナーに指導医として参加しました

新規導入

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

「LINE予約」をタップ
チャットで送られてくる質問に沿って
必要情報をご入力
予約状況確認後、該当院よりご連絡

完了！
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