
夜の洗顔後、化粧水や美容液などの
スキンケアの最後にお使いください。

臍帯血幹細胞培
養液成分が充填
かつコーティングさ
れたイノスピキュー
ルが肌に刺さる。

イノスピキュール
は肌に到達後、
24～72時間にわ
たり成分を供給し
続ける。

臍帯血幹細胞培
養液成分により、
肌の新陳代謝が
促進。バリア機能
も向上。

ターンオーバーが
活性化され、角質
や老廃物が押し
上げられて弾力の
ある新しい肌へ。

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 -1-24 ラピロス六本木3階
TEL : 03-5770-5292  MAIL : point-club@biyougeka.com

海の生物、海綿から抽出された微細針「イノスピキュール」を、革新的な

特許製法で精製した美容クリームの登場です。微炭酸のような適度な刺

激を感じる塗り心地で、さらっと肌になじむテクスチャー。塗るだけで自然

にイノスピキュールが表皮に刺さり、その刺激で基底細胞が活性化され

ターンオーバー周期を正常化します。またイノスピキュールに含まれた有

効成分が肌に直接届けられ、内側からハリのある元気な肌へ導きます。

毎日続けられる“塗るだけ”の最先端美肌ケアを、ぜひお試しください。

「針クリーム」で、ハリと透明感のある肌へ。
この冬はじめる！画期的なスキンケア

※表示金額の（　）内は税込価格です。

SC SILICA SPICK CREAM（SC シリカ スピック クリーム） 
1本（50g） 1万2,000円（1万3,200円）

イノスピキュールとは？
イノスピキュールが肌に成分を与えるメカニズム

ヒト臍帯血幹細胞培養上清液

植物幹細胞抽出液
●オタネニンジンカルス培養エキス
●ハスカルス培養エキス

●ブドウカルス培養エキス
●オゾン化イネカルス培養エキス

その他の美容成分
●ハマメリスエキス
●クサスギカズラ根エキス
●クロレラエキス
●レイシ柄エキス
●アロエベラエキス

配合成分期待される効果

美白／保湿 肌の引き締め

抗アレルギー／血行促進

細胞の活性化

抗酸化／抗炎症

細胞修復

天然の微細針「スピキュール」を独自の製法で精製し

た、限りなく100%に近い純度の「イノスピキュール」。ヒト

臍帯血から抽出した幹細胞上清液を始めとした有効成

分が、イノスピキュールにあいている無数の穴から24～

72時間にわたり直接肌内部に届けられます。有機物や

不純物を除去しているため肌へのトラブルもなく、有効

成分を肌細胞に届けたあとのイノスピキュールは100％

体外に排出されるので、安心してご使用いただけます。

Beauty Menu Line-up

この冬注目の新メニュー
SNSで話題！

肌荒れや毛穴・ニキビ跡を
手軽に改善

明日はもっと美しい［ミュウ］
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「気になるシミに さようなら」
“すっぴんDr.”小林医師の美肌レクチャー second season

ご使用方法

1 2

3 4

SC SILICA SPICK CREAM
（SC シリカ スピック クリーム）

1. 3.
2.



気になるシミに さようなら
今回は“クリニックでしかできない美肌ケア”第2弾です。

初回である前回は、顔全体を若返らせる光治療のお話を聞きました。

そして今回のテーマは「シミ」への対処法。最新マシンの説明もしっかりとお届けします。
一度の施術で、消したいシミ・そばかすを除去！

Dr. Kobayashi's beautiful skin lecture

̶̶前回のおさらいとして、光治療とレーザーの違
いを簡単に教えてください。
　レーザーは単一の波長の光を照射して、ターゲッ
トに対してピンポイントでエネルギーを届けます。
つまりシミ用レーザーならシミのみを改善させます。
光治療はターゲットが1つではなく、シミや赤みや
ハリなどに効果のある様々な波長を含んだ光を照
射するので、負担を少なく、少しずつ顔全体をきれ
いにすることができます。
たくさんシミがあったり、肌のハリやツヤ、透明感も
改善したい場合は光治療で顔全体を。どうしても

※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

気になるピンポイントのシミは、レーザーを使えば1
回の処置でも改善が見込めます。光治療を何回
やっても残ってしまうシミも、レーザーを併用すれ
ば改善が望めます。
̶̶では今回のテーマ、ピンポイントで気になるシ
ミの治療について、もう少し詳しく教えてください。
　ピンポイントのシミには、レーザーと外用治療を
行います。レーザーの王道は、Qスイッチレーザー
です。長期に渡る使用実績があり、とても使いや
すく経過もわかりやすいため、Qスイッチレーザーを
行っているクリニックは多いと思います。一方、最

新のレーザーとしては
PICOレーザーがありま
す。Qスイッチよりも鋭
く切れ味が良いため、
皮膚への負担が少な
い点が特長です。
外用となると、トレチノ
インという外用薬を
使ってシミ局所だけに強い反応を起こさせる方法
や、１点だけに行う強いピーリングもあります。当
院ではピンポイント治療はダウンタイムも大きいた
め行っていませんが、トレチノインもピーリングも濃
度の低いものを顔全体の若返りとして安全に使用
しています。トレチノインなどの外用薬で顔全体の
肌の基盤をきれいにしておくとレーザーもより効果
が高まりますから、できる方には併用をすすめてい
ます。
̶̶PICOレーザー・Qスイッチレーザーには痛み
やダウンタイムがありますか。
　どちらもレーザーの照射部位にカサブタが1週間

程度でき、そのあと少しずつ皮膚が落ち着き1ヶ月
後にはたいていきれいになります。また、カサブタ
が取れて皮膚が落ち着きそうになったら再度色素
沈着して茶色くなる「炎症後色素沈着」がたまにあ
りますが、3ヶ月程度でたいてい治まります。
̶̶肝斑に悩んでいる方も多いようです。シミと
肝斑はどう見分けるのですか。
　境界がはっきりしていて、水玉のように孤立して
いる場合はシミであることが多いです。このはっき
りしたシミの背景にある、べたっとした茶色のクス
ミが肝斑と考えられます。肝斑の場合、レーザー
治療で悪化する場合があるので注意が必要です。
̶̶シミを取った後は、何に注意すればいいでしょ
うか。
　シミを改善してきれいになっても老化は日々進む
ので、紫外線ケアなど予防は常に必要です。また
自己流のケアで悪化させたりネットの情報に踊らさ
れたりせず、定期的に通院して自分の肌を専門家
にしっかりチェックしてもらいましょう。これは皮膚
の健康にもつながることで、とても大切です。

50代女性。処置後1ヶ月。レーザーの照射を1回のみ行っ
た後ですが、シミが薄くなりきれいな肌に。1回の照射で
も高い効果を発揮します。

Before After

レーザー治療はシミなどの異常な細胞だけを瞬間的
に除去することができますが、症状に合った効果的
な波長のレーザーを使うことが大切です。シミ治療
で長く使われているのは、Qスイッチレーザーです。当
院では2つの波長を持つQスイッチYAGレーザー（「ト
ライビーム」「スペクトラVRMⅢ」）を使用しています。
シミ・ホクロから刺青（タトゥー）まで幅広い治療が可
能です。一方PICOレーザーでは、「ナノ秒」より短い
「ピコ秒」のレーザー照射ができるため、より安全に
シミ・そばかす・肝斑の治療ができ、美肌やエイジン
グケアにも有効です。当院では最新型のマシン「ディ
スカバリーピコプラス」を導入しています。

料
金 直径1mm 5,000円（5,500円）

直径5mmまで 1万円（1万1,000円）

シミ取りレーザー（Qスイッチレーザー）／
PICOレーザー

シミ取りレーザー（Qスイッチレーザー／PICOレーザー）

Dr.小林
美肌レクチャー

vol.2

second season

PICOレーザー照射の
イメージ図

second season

recommend
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超音波

30代女性。処置直後。こめかみ、頬のたるみが気になる、とのことで
アンカーDXダブルを行いました。フェイスライン全体がスッキリとリフト
アップしています。

美肌からアンチエイジング、毛髪まで。
進化した新施術で美しさを磨きましょう。

料
金

料
金

1.

10代女性。GOLD PTT3回処置後1ヶ月。
毛穴が引き締まり、ニキビの数も減って肌が綺麗になっています。

表皮のGOLD PTT（金ナ
ノ粒子）を超音波で導
入。毛穴の奥（皮脂腺）
まで浸透させます。

超音波を照射することで毛穴に金ナノ粒
子を誘導します。しっかりと毛穴に金ナノ
粒子を吸収させるために「塗布＋導入」
は部分ごとに細かく分けて導入します。

毛穴への吸収後、表
皮に残った金ナノ粒
子を拭き取ります。

レーザー照射により、浸透した金
ナノ粒子の温度を高めて皮脂腺
を破壊します。

この冬おすすめ！ 6つの新メニュー

※表示金額の（　）内は税込価格です。

GOLD PTTは、金のナノ粒子（金の微粒子）を含
んだ薬剤です。これを表皮に塗布して超音波振
動マシンで毛穴の奥までしっかり浸透させ、その
後レーザーを照射して金ナノ粒子の温度を高め、
皮脂腺のみを選択して破壊します。皮脂成分を
最小限に抑えることで、毛穴の縮小やブラック
ヘッド（黒ずみ）の減少、ニキビの軽減や再発サイ
クルを遅らせるなど、皮脂が原因の諸症状を改
善します（乾燥肌の方には向きません）。ダウンタ
イムがほぼなく安全に行えることも大きなメリット
です。治療は2週間に1回程度、定期的に受ける
ことをおすすめしています。

治りにくいニキビ・毛穴を手軽に効果的に改善！

2.ロングタイプの糸で、フェイスライン全体をリフトアップ

GOLD PTT

GOLD PTT 全顔  1回 5万円（5万5,000円）  3回コース 13万5,000円（14万8,500円） 
 中下顔面  1回 4万円（4万4,000円）  3回コース 10万8,000円（11万8,800円）

当院人気の糸によるリフトアップ術・アンカーマックスと
同じ糸を使用した新施術です。長さ30センチのロングタ
イプの糸のため、直線状ではなく顔のラインに沿って弧
を描くように挿入することで、より多くのコグ（トゲ）が皮
下組織に密着。こめかみ・上頬・ロ元・あご下まで届き、
フェイスライン全体をしっかりとリフトアップし、引きつれ
が出にくい点がポイントです。糸の素材であるPCL（ポリ
カプロラクトン）は溶ける糸でありながらも持続性に優れ
ているため、2~3年効果
が持続するといわれて
います。また素材そのも
のにコラーゲン生成を
誘導する作用もあると
され、美肌効果も期待
できます。

アンカー DX ダブル

頬／あご下 2本 20万円（22万円）
 4本 32万円（35万2,000円）
 6本 42万円（46万2,000円）

アンカーDX ダブル

Beauty Menu Line-up

PTTとは？

優れた柔軟性を持つ針が両端
についた糸を使用。針は先が
尖っていないため出血が少な
く、組織の損傷やダウンタイム
を最小に抑えます。

両端針スレッドでダウンタイムを軽減　　

料
金

3. 美肌や疲労回復に即効性！ 高濃度プラセンタ注射
プレミアムプラセンタとは高濃度プラセン
タ注射のことです。独自の酵素分解過程
を持っているため、従来のプラセンタ注
射より胎盤抽出物の濃度が高く、従来品
との同量比較で約50～100倍の高濃度となっています。
さらに、プレミアムプラセンタには胎盤だけでなく臍帯（へ
その緒）成分も含まれています。免疫力アップや疲労回復
力に優れ、様々な作用があり、即効性と持続性が期待で
きます。原料は、国内の産婦人科より提供を受け、製造資
格及び施設基準をクリアした施設で製造され、ウイルス・
細菌検査を経て出荷されているので安心です。

プレミアムプラセンタ

5ml 6万円（6万6,000円）
10ml 10万円（11万円）

プレミムプラセンタ

母体と胎児を結ぶ「胎盤」のことで、1個の受精卵をわ
ずか10ヶ月で赤ちゃんに育て上げる、驚くべき機能のあ
る臓器です。特に当院で使用する、健康な新生児の「胎
盤」と「へその緒」から抽出したエキスには豊富な栄養
があり、老化防止や体細胞の活性化も期待できます。

プラセンタとは？

AfterBefore

AfterBefore

P
oin

t!

P
oin

t!

P
oin

t!

GOLD PTT
（金ナノ粒子） レーザー

施術の流れ

PTT（Photothermal therapy）とは光熱療法と呼
ばれ、もともと「がん」などの様々な病状回復のた
めに行われてきた治療法です。それをニキビや毛
穴の治療用に開発されたのがGOLD PTTです。

効果・効能   ● 美白・美肌作用 ● 疲労回復
● 自律神経やホルモンバランスの調整作用
● 代謝機能の促進  ● 活性酸素・過酸化脂質の除去
● 免疫力増進  ● 抗アレルギー作用 ● 抗炎症作用

※イメージ

引っかかりが強い
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脂肪溶解に適した波長でレー
ザーを360℃分散して照射する
ことで、体内温度を42～45℃に
保ち、周辺組織への火傷のリス
クを低減します。さらに吸引によ
る出血の止血作用により、吸引
部の術後のダウンタイムが最小
限に抑えられます。
またレーザーによる熱エネルギーにより、新たなコラーゲ
ンが作られ、より弾力のある引き締まった皮膚になります。

濃縮吸引通常の脂肪注入と比べて脂肪の生着
率（定着する割合）が高く、長期間効
果が持続する幹細胞豊胸術。自分の
脂肪から取り出した幹細胞を脂肪と
混ぜてバストに注入します。「カネカ細
胞濃縮システム」は、幹細胞の抽出（濃縮）と洗浄が自動
で行える日本製のマシンです。閉鎖環境で処理するため
汚染の心配がなく、元気な状態のままの幹細胞を取り出
すことが可能。安全性に優れ、大学病院や製薬会社など
でも使用実績があります。

※表示金額の（　）内は税込価格です。※サプリメントは「食品」の分類に該当し、一部軽減税率（８％）の対象となります。

フィナロの内服中は、
半年毎の血液検査が必要です。

6. 複合治療を継続して効果アップ！ しかもお得です
毛髪のお悩みは、複合的な治療でより効果が上がります。
そこで当院ではお得な価格で継続しやすいセットプランを
新たに作りました。30日のプランとたっぷり90日分のボ
リューム割セットプラン（男女それぞれ2種類）があります。2
回目以降はオンラインでの処方・購入が可能です。詳しくは
クリニックまでお問い合わせください。

毛髪セットプラン

Beauty Menu Line-up

Before

30代女性。術後1ヶ月。
感触も柔らかく、自然なバストラインになりました。

30代女性。3年半治療を継続。パントガールとKIPスカルプヘアエッ
センスを併用。しっかり毛が太くなり産後脱毛を改善しました。

脂肪吸引機レーザー脂肪吸引（LipoLife）

4. 脂肪吸引と注入が同時に行える 脂肪注入豊胸術
ライポライフは、注入用脂肪採取のため
に開発されたレーザー脂肪吸引マシン
です。脂肪移植で唯一FDA認可を取得。
1台で脂肪溶解と吸引を同時に行え、さ
らに吸引した脂肪はすぐに注入すること
が可能です。
脂肪間の線維を溶解してバラバラになりやすい状態をつ
くり、脂肪細胞を破壊せずに小さく均一な脂肪細胞と血
液や麻酔液などの不純物を自動的に選別し吸引します。
そのため、生存率が95%と圧倒的に高まりました。生存
率が上がったことで注入後の脂肪細胞の定着率も高く
なり、長期にわたり効果を持続することができます。

LipoLife（ライポライフ） ダウンタイムを最小限に、仕上がりも綺麗に

吸引方法別の
脂肪細胞の
生存率の比較

東京院限定

東京院限定5. 日本製マシンによる幹細胞豊胸術が新導入
幹細胞豊胸術（カネカ細胞濃縮洗浄システム）

※詳しくは東京院までお問い合わせください。

※詳しくは東京院までお問い合わせください。

脂肪にくっついた状態で吸引され
る幹細胞をカネカ法で分離し、洗
浄・濃縮。中空糸膜で成分を濾過
するので、細胞のダメージを低減
させることができます。分離された
幹細胞は働きが盛んになり、新し
い脂肪を作る働きも活発です。

フィナロ      ノキシジル 5mg

ミネラルエナジーion
KIPスカルプヘアエッセンス

フィナロ（内服薬） …フィナステリドが主成分。AGAによる抜け毛を予防します。
ノキシジル 5mg（内服薬）…ミノキシジルが主成分。頭皮の血行を促し発毛を促進します。

ミネラルエナジーion（サプリメント）

ミネラルエナジーion（サプリメント）…ミネラルをイオン化して吸収率をアップ。髪の成長に必要な亜鉛やマグネシウムをサポートします。

KIPスカルプヘア
エッセンス（外用薬）

KIPスカルプヘアエッセンス（外用薬）…発毛促進因子・KGFを高濃度配合した「頭皮の美容液」。頭皮・毛髪をすこやかに。

通常価格3万1,600円（3万4,668円）

2万8,440円
（3万1,201円）

フィナロ
ノキシジル 5mg

KIPスカルプヘアエッセンス

パントガール
KIPスカルプヘア
エッセンス

パントガール（内服薬）…女性の薄毛に着目して開発された「飲む育毛剤」。全体的に頭髪が薄くなる「びまん性脱毛」も改善。

オグシ（サプリメント）…日本人女性の頭皮環境・毛髪を研究して誕生した日本製育毛サプリメント。
  鉄分を含む14種類の栄養素を配合。
ビビスカルプロ（サプリメント）…毛髪に栄養を与え、内側から成長を促進する医療機関専売サプリメント。
  独自成分の海洋性たんぱく質複合体などを含有。

10
%OFF

10
%OFF

10
%OFF

10
%OFF

15
%OFF

15
%OFF

15
%OFF

15
%OFF

通常価格2万7,000円（2万9,700円）

2万4,300円
（2万6,730円）

通常価格2万6,800円（2万9,480円）

2万4,120円
（2万6,532円）

通常価格2万6,800円（2万9,284円）

2万4,120円
（2万6,356円）

脂肪を自動で濃縮・洗浄し、幹細胞を調整

After

After

Before

セットプラン（30日処方）

ボリューム割セットプラン（90日処方）

（脂肪）

注入用脂肪と混合 注入

通常価格4万3,800円（4万7,904円）

3万7,200円
（4万718円）

通常価格3万円（3万3,000円）

2万5,500円
（2万8,050円）

通常価格2万9,400円（3万2,340円）

2万4,990円
（2万7,489円）

通常価格2万9,400円（3万1,752円）

2万4,990円
（2万6,989円）

男性用セットA 男性用セットB 女性用セット 女性用セット（8%）

フィナロ      ノキシジル 5mg

ミネラルエナジーion
フィナロ
ノキシジル 5mg

パントガール オグシ どちらか
お選び
くださいビビスカルプロ

男性用ボリュームセットA 男性用ボリュームセットB 女性用ボリュームセット 女性用ボリュームセット（8%）

P
oin

t!

P
oin

t!

95.7%
79.7%

活性型
幹細胞

脂肪

不要な
成分を
排出

毛髪セットプランで使用するのはこちら

フィナロ（内服薬）1

1

ノキシジル 5mg（内服薬）2

1 2
2

パントガール（内服薬）パントガール（内服薬）3

3

3

4

4

11 2
24

オグシ（サプリメント）5

5

ビビスカルプロ（サプリメント）6

6

7

1
2
3
4
5

6

7

7 7
7

KIPスカルプヘアエッセンス7

2回目以降はオンラインでも処方・購入可能！

洗浄

オグシ どちらか
お選び
くださいビビスカルプロ

5
6
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痛みとダウンタイムは少なく、効果は長く！

症状に合わせて針の深さを調節

薬剤の導入で、
さらに効果アップ

手軽で効果的な美肌マシン  ダーマペン

ダーマペンは、速度調節をしながら、ピンポイントで治療箇
所を狙ってスピーディに肌に穴を開けることができます。針
穴が小さく、痛みや出血を軽減できるため、ダウンタイムが
短いことが特長です。目もとや鼻といった狭い範囲や、顔
の輪郭など湾曲した部位などさまざまな部位の治療が可能
です。自分の体内でコラーゲンが増殖する作用があるた
め長期間効果が持続します。

治療効果をより高めるため、治療と同時に導入できる4種の薬剤をご用意。
肌の状態や治療の目的に合わせて、最適な薬剤をお選びいただけます。

角質層から真皮層まで（0.25~2.5㎜）、皮膚の層
に合わせた長さの針を使って、肌の様々な症状
を改善します。

角質層
表皮
基底層
真皮

皮下脂肪層

0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5（㎜）

夏から秋はマスクによる肌トラブル、そして冬
が近づく今は乾燥で肌が敏感になり、トラブル
を起こしやすくなっています。さらに季節を問
わず女性を悩ませる毛穴の開きやニキビ跡な
ど、肌の悩みはつきません。

そんななか、今SNSでも
「手軽にできる肌治療」と
して話題になっているの

が〈ダーマペン〉です。その名の通りペン型の
マシンで、先端には12本の超極細針がついて
います。この針を皮膚へ刺して微細な傷をつ
けることで、傷を修復しようとする自然治癒力
により体内のコラーゲン生成を促進。マシン
だけでも十分効果はありますが、当院ではさ
らに効果を高めるため、厳選された薬剤の導
入も行っています。

※表示金額の（　）内は税込価格です。

併用オプションで
ボトックス（肌のハ
リや毛穴の縮小効
果、皮脂の抑制な
ど）が＋1万円（1
万1,000円）で同
時注入も行えます。

ダーマペンのメリットは？

POINT

ダーマペン 薬剤導入プラン  白雪注射／サイトプロMD／GD-11　顔・首・手の甲 1回 5万円（5万5,000円）  5回 21万6,250円（23万7,875円）
 高濃度ヒアルロン酸（F-XFC＋） 　顔・首・手の甲 1回 4万5,000円（4万9,500円）  5回 19万3,750円（21万3,125円）料

金

肌再生・
美白成分配合の
「新白雪注射」

臍帯血由来幹細胞から
再生因子を抽出した
「GD-11」

ヒト骨髄幹細胞培養液
配合の集中美容液
「サイトプロMD」

高濃度ヒアルロン酸など
63種類の成分を配合
「F-XFC＋」

プラスでさらに! 「ボトックス」

※ダーマペン5回コースをお受けになった方全員に、「MTコントア・マスク」8,400円（9,240円）を無料で差し上げています。

加齢によるシワやたるみ 毛穴の開き ニキビ跡

など、様々な肌の症状を改善します。

妊娠線

「シゴト×ジブン」#1

ご好評の「ドクターズルーム」を今号より

さらにドクターの人物に迫った内容にリニューアル。

二人のドクターに、仕事のこと、

プライベートのことを聞いていきます。

Doctor’s
Room
�eme

奈良県出身。関西医科大学卒業。患者さまとのコミュニケーショ
ンの中から真のニーズを引き出す、親身で丁寧なカウンセリング
が人気。広島ではTVメディア出演でも知られており、数々の美へ
の相談が後を絶たない。美容医療が人生を豊かにするスパイス
になる、をモットーに日々患者さまに向き合っている。

最近印象に残っているご自身の施術は？

個別の話ではありませんが、コロナ禍でリモートワークや
リモート授業が盛んになったことで、目や鼻の切開系手
術のハードルが低くなったかもしれません。

美容外科医になってよかったことは？

「結果を喜んでいただけたとき」ですが、そ
れはどの診療科目でも同じこと。「ひと様
の人生に足し算をして差し上げられるこ
と」は美容外科医冥利に尽きるといえます。

患者さまに言われて嬉しかった一言は？

私自身がお褒めに預かるというより、患者さ
まご自身が「人生に前向きになった！」「自信
が持てるようになった！」と言われることが何
より嬉しい。

身体にいいことを何かしていますか？

サプリは長年続けています。ま
た身体の声を聞いて、適切な
漢方処方を選んでいます。

若 し々くいるために気をつけていることは？

どんな時もポジティブシンキング。「疲れた」と
か「年取ったな」など口に出さない。

プライベートで
ハマっているものは？

ペットのお世話（猫、熱
帯魚）。ひとりになって生き
物を愛でることに癒やされます。

一番良いリフレッシュ方法は？

本をよく読むので、大型書
店に行くと落ち着きます。

モノにはこだわらないようにして
いる…といいながら、シトロエン
の車は好んで乗り継いでいます。

こだわっているモノは？

三菱u n iのボールペンJ E T -
S T R E E M 0 . 7 m m（替芯が
SXR-80-07のもの
に限る）を愛用。
カルテがきれい
に見えます（笑）

0909

広島院 中辻 隆徳院長

熊本県出身。宮崎医科大学卒業。誠実で患者さまに寄り添った
カウンセリングに定評。当院の漢方外来の担当医でもある「漢方
博士」。患者さまのご希望を伺い「作り変える」ではなく「調律をす
る」ことで、患者さま本来の魅力を引き出すことを意識し、人生を
より輝かせる治療を心掛けている。

福岡・広島院 西田 真副院長

File.1

File.2

Q1

最近印象に残っているご自身の施術は？Q1

Q3

Q3

Q2

Q2

Q4

Q5

こだわっているモノは？Q5

Q4

患者さまとともに思春期のコンプレックスの始まりまで遡って
絡まりをほぐし、結局「何もしない」ことに。これも患者さまの
利益を第一に導いた私なりの「とことん真面目」な結論です。

0808



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

LINEのお友だちになるとイイコトたくさん！

全院にて「Curon（クロン）」でリモート診療対応中 オンライン相談室開設

聖心のTwitterアカウントを
新しく開設いたしました

当院の安心・安全対策！ オンラインで診察・相談ができます

■期間：11/1（日）～ 12/31（木）まで
■対象施術※2 ：ウルトラセルQプラス/ウルセラシステム/プレミアム
PRP皮膚再生療法※3/ヒアルロン酸注入（ジュビダームシリーズ）※3/
糸によるリフトアップ施術

※1ポイント使用可・付与不可 ※2施術自体の割引きはありません ※3対象部位は
ほうれい線・マリオネットライン ※4エムディア セラージュローション・セラージュセラム
は新商品につき、入荷次第順次購入対応とさせていただきます

■対象商品※4：プルーファエラスリフト/ステムサイエンスM.D./
イオニゼーションセラム/エムディア セラージュローション・セラージュ
セラム・ 3Dモイストプレミアムマスク

NEWS

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

マスクの着用が日常化していると、表情をあまり変え
ないために顔の筋肉が緩み、たるみやほうれい線を
生む要因になります。マスクを取ると老けた印象に
なっていませんか？そんな気になるお悩みをケアして
くれる商品をお得に買えるキャンペーン情報をお知
らせします。今だからこそ、口元のたるみ・ほうれ
い線をケアして若 し々い素顔を手に入れましょう！

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

ダウンロードは
こちら→

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

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。

ウイルス感染症拡大防止に伴い、新規
お問い合わせの患者さま専用のオンラ
イン診療をスタートいたしました。新規
お問い合わせいただいた際、オンライン
にて相談が可能と判断された場合はオ
ンライン相談室へご案内いたします。

※LINEチャット機能（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.

簡単スピーディ予約

スマホで受診可能。待
ち時間がなくなります。

1.待ち時間を
ゼロに

診療後、ご自宅に医薬
品が郵送で届きます。

2.お薬の手間を
ゼロに

場所や時間を問わないの
で、継続的な治療が可能に。

※ご利用にはクロンのアプリが必要です。詳しくはクリニックスタッフまでお問い合わせください。

※オンラインにて確認可能な部位・施術メニュー
が対象となります。詳しくはクリニックスタッフまで
お問い合わせください。

3.通院の負担を
ゼロに

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
「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！

キャンペーン内容

聖心美容クリニック
公式Twitter

対象施術お申し込みの方を対象に、同時購入で
コスメ・サプリ15％OFF※1

対象商品単体でご購入の場合は、コスメ・サプリ10％OFF※1

10月8、9日にパシフィコ横浜にて開催された「日本形成外科学会 基礎学術集会」に鎌倉統括院長、札
幌院前多院長、牧野医師らが参加しました。「美容外科の基礎と臨床」がテーマのシンポジウムにおい
て、鎌倉統括院長が司会を務め、前多院長が「埋没法による目の美容外科」について発表しました。

手軽にご
予約を

お取りで
きます

原因不明のアカウント凍結により、しばらく配信をお休
みしておりました当院の公式Twitterですが、このたび
新たなアカウントを開設し、再出発いたしました。フォ
ローいただきツイートを楽しみにしていた皆さまには、ご
心配をおかけし誠に申し訳ございませんでした。心機
一転、生まれ変わった聖心クリ子が、より深い美容医療
情報を発信していきます。ぜひ、フォローをお願します。

QR、もしくはアカウント
を検索してアクセス！

seishinbiyou_

お得な院内キャンペーンで
コスメ・サプリをゲットしよう

今だからこそ！ 気になる口元のたるみ・ほうれい線に

INFO
Special

2

1

日本形成外科学会に参加しました

10月21日にホテルオークラ福岡にて第59回福岡広告協会賞の授賞式が開催され、福岡
院美原院長が参加いたしました。当院では、正しいクリニック選びのための啓蒙活動を行っ
ています。その一環として、昨年11月に広島・福岡にて、悪徳美容クリニックの存在や手
口を知ってもらうためのイベント『＃UglyBlackBox』を開催致しました。そのコンセプトや
制作技術が九州広告界の発展に寄与できる作品として評価され、今回の受賞となりました。

第59回福岡広告協会賞において
「#UglyBlackBox」が金賞を受賞

対象メニュー（一部）
毛髪、痩身、美容皮膚科、美容内科、美容漢方、多汗症の診察・処方

相談内容
顔の施術全般、毛髪治療など

INFO
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