
幹細胞エキスとレチノールが年齢
肌を改善。皮膚を柔らかくする作
用があるレチノールが、今お使い
の化粧水や美容液の浸透をさら
に高めます。さらりとした使い心
地で肌にすぐなじみ、普段のお
手入れをクラスアップできます。

1本（150㎖） 8,000円（8,800円）

ブースター美容液（顔用）
Booster Essence

導入美肌年齢肌

幹細胞エキスが肌の赤みを鎮
め、レチノールがくすみを改善。
高保湿処方で全身をみずみず
しく透明感のある素肌へ。脱毛
後のお肌や、くすみ・日焼け跡が
気になる方の毎日のお手入れ
にもおすすめです。

ボディローション（全身用）

1本（200㎖） 4,500円（4,950円）

Body Lotion

高保湿透明感抗炎症

当院の皮膚科専門医・小林美幸医師が、数多くの臨床経験から

「幹細胞エキスとレチノールの相性の良さ」に着目。

「日本人女性が使いやすい」という観点で開発を進め、

乾燥しがちな日本人の肌になじみのよいテクスチャーに仕上げた

純国産・幹細胞エキス配合のコスメです。

エイジングケア・くすみ・乾燥・炎症などを改善に導き

年齢を超えた美しさを目指します。

話題のヒト幹細胞コスメを、お手軽に。

※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

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

Retino-Stem M.D.シリーズ
レチノステム

Beauty Menu Line-up

華やかな春をはじめる
おすすめメニュー

ドクターズ・インスタグラム一覧

キレイになれる情報をシェア！

明日はもっと美しい［ミュウ］

特集

「毛穴や小ジワ、
ニキビ跡もあきらめない」

“すっぴんDr.”小林医師の美肌レクチャー second season
SPRING
2021

VOL.

10



毛穴や小ジワ、
ニキビ跡もレーザーで
前回はシミの対処法としてレーザー治療についてのレクチャーをお届けしました。

今回は同じレーザーでできる毛穴や小ジワ、ニキビ跡治療などを中心に、

さまざまな肌悩みに対するクリニックケアについて小林医師に聞きました。
マシンケア × ホームケア

Dr. Kobayashi's beautiful skin lecture

̶̶前回はシミのレーザー治療について伺いました
が、レーザー治療は他のお悩みにも対応できるので
すか？
　当院では、最新型の“万能”肌再生レーザーとい
われるQUANTA社製の『ディスカバリーピコプラス』を
導入しています。ピコ・ナノ・マイクロ、3種のパルス幅
（照射時間）と3種の波長（532nm/694nm/1064nm）
を使い分けることで、多様な肌悩みに対応します。
シミ治療以外でいうと、このマシンで特におすすめな
のが「PICOフラクショナル」です。皮膚にレーザーを

※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

照射し、多数の目に見えない微小な穴（傷跡）を開け、
この小さな傷を修復しようとする自然治癒力によって、
ダメージのある肌を新しい肌に入れ替えます。熱エ
ネルギーを真皮へと深達させ真皮自体を活性化させ
るので、ニキビ跡の凹み改善、肌質改善、毛穴縮小、
お肌のタイトニングや若返り、傷跡修正などに効果を
発揮します。今までのフラクショナルレーザーに比べ
て余計な熱を周囲に与えずダメージを最小限に抑え
られるため、照射後のダウンタイムは少なく、効果実
感はより早くなりました。特に私がおすすめなのは鼻

や鼻の周りの毛穴の引き
締めです。さらに効果を上
げるためレチノイド外用薬と
の併用を推奨しています
が、当院では特別処方の
VAエッセンスやNトレチノイ
ンという効きやすい製剤を
使用しているので、ぜひお試しください。
̶̶長年のニキビ跡も改善しますか？
　もちろん長年のニキビ跡にも、若い方の現在進行
中のニキビも、ニキビ跡とニキビの混在している方に
もおすすめです。フラクショナルで点状照射しますか
ら、照射した部分の皮膚が蒸散し、皮膚が少しずつ
入れ替わるので美肌効果もあります。1回で大きな
効果を得にくいこともありますが、回数を重ねるほど
効果を実感できるはずです。
̶̶同じ肌悩みに対して、フラクショナルレーザー以
外のおすすめの治療はありますか？
　アプローチは違いますが、同様の効果が期待でき
る『POTENZA（ポテンツァ）』があります。細い針を
肌の真皮層に直接刺し、針先からRFの熱刺激を与
えて皮膚の再構築を行い、同時に美肌・エイジング
ケアなど目的に合わせた薬剤を導入することもできま

す。 またRFの熱エネルギーによって「引き締まる」た
め、リフトアップ効果も得られます。
̶̶毛穴や小ジワの治療もひとつではなく選択肢が
あるということですね。
　はい、その通りです。肌に熱を入れていく治療は、
アンチエイジングの基本です。私のおすすめは外用
薬を併用しながらレーザー等のマシン治療を少しず
つ気長にやっていき、皮膚全体をきれいにしていくこ
とです。いま何も症状がなくても、皮膚の若返りの刺
激となり、シミなどの症状の予防になるでしょう。た
だしやりすぎには注意が必要なので、医師の診察の
もと、しっかり相談してからですよ。
̶̶最後に…同じ「フラクショナル」とつく治療に「ル
ビーフラクショナル」という治療があると聞きました。
これはどのようなものですか？
　ルビーレーザーはシミやアザの治療にとても有効
ですが、ダウンタイムが長いというデメリットがありまし
た。そのルビーレーザーをフラクショナル照射するこ
とで、ダウンタイムを少なく、また広範囲に照射して全
体をきれいな皮膚にしていくことができるようになった
のです。改善しにくかったシミにも効果的で、今まで
の治療にルビーフラクショナルも追加していくと、より
透明感のある肌に近づけるはずです。

肌悩みを改善して美肌をめざすなら、上記でご紹介した
クリニックのマシン治療と併せて、外用薬を使用したホー
ムケアも行いましょう。外用薬でおすすめしたいのが、ナノ
化されたトレチノインを0.05％配合したNトレチノインで
す。マシン治療の効果を高め、単独使用でもシミ、シワを
改善し若返り効果を得られます。また純粋レチノールを
0.1%配合したエイジングケアクリーム、ナノメッド VA エッ
センスも初期のエイジングケアに効果があります。洗顔後
に化粧水などでお肌を整えた後にお使いください。

Dr.小林おすすめ！美肌へのステップ

Dr.小林
美肌レクチャー

vol.3

second season

PICOフラクショナルの
照射イメージ図

second season

recommend

※冷蔵保存
※N-トレチノインは
　院内調合です。

1本（10g）
8,000円（8,800円）

N-トレチノイン
0.05％
（トレチノイン

  カプセル製剤）

ナノメッド
VA 
エッセンス

1本（16g） 
6,500円（7,150円）
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全切開法 部分切開法

切開（約5㎜）切開

Point!最新の施術で、
より美しく、より充実した春の新生活へ。

料
金

20代女性。術後9ヶ月。過去に他院にて埋没法をお受けになっており、
眠そうな二重でした。当院で二重切開法と目上切開をお受けいただ
き、スッキリとした平行型の二重に。

目頭の蒙古ひだを上方向に
切開。両目が寄りぎみの方や、
目頭より目尻の方が上がって
いるネコ目の方におすすめ。

蒙古ひだがある

蒙古ひだがない

「目頭切開」デザイン「目上切開」デザイン

春のおすすめメニュー

※表示金額の（　）内は税込価格です。

「目上切開」は、目頭にかぶさっている皮膚（蒙古ひ
だ）を、目頭の上部に沿って切開する施術です。横で
はなく上方向に切開するので、目と目の距離を近づ
けることなく目を大きく見せることができます。そのた
め寄り目にしたくない方や、後で紹介する目頭切開
で鋭い印象になりそうな方におすすめの施術です。
同じ目頭部分を切開する施術でも、目頭から横方
向、つまりを眉間に向かって広げるのが「目頭切開」
です。目上切開とは異なるデザインになり、目と目の
距離が縮まることで、あか抜けた印象になります。目
上切開も目頭切開も、アジア人特有の蒙古ひだによ
り目頭にかぶさっている皮膚を取り除くことで、目を
ひと回り大きく、目元の印象を華やかにします。当院
では、患者さまの目の形やご希望に沿ったデザイン
をご提案いたします。また目元の印象は1mm単位
の切開デザインで大きく変わるため、ごくわずかの変
化をご希望の方にもお応えすることが可能です。

目頭の蒙古ひだを取り除いて、目を大きく

目上切開

大きく華や
かな

目元で新生
活

デビュー！

目上切開／目頭切開　20万円（22万円）  

Beauty Menu Line-up

蒙古ひだを解消すると？

After

Before

Point!

蒙古ひだとは目頭の上まぶた
に皮膚がかぶさっている部分
のことで、アジア人に多く見ら
れます。開眼時には目頭の角を
隠すため、 目が小さく見えたり
つり目のように見えたりします
が、 目頭切開または目上切開
で蒙古ひだを解消すると目元
の印象が華やかに変わります。

料
金

20代女性。術後２ヶ月半。重めの一重でしたが、自然な平行型の二重
に。まつげも上向きになり華やかな印象に。

二重切開法は、目の上の余分な皮膚を取り除くことで
美しい二重のラインを作る施術です。また目の周りの
脂肪も必要に応じて処理できるため、腫れぼったさも
改善してすっきりした二重を実現します。当院では患者
さまがお望みのデザインを念頭に、ご本人のまぶたの
厚さや、たるみ・くぼみの状態などに応じて緻密に調節
しながら美しい二重に仕上げています。P4でご紹介の
「目上切開」や「目頭切開」と併用される方も多く、組み
合わせることでより理想的な目元が可能になります。

腫れにくく戻りにくい“切らない二重術”

二重切開法

二重切開法　両側 30万円（33万円）
眼窩脂肪の除去を行う場合 ＋8万円（8万8,000円）    

こんな方におすすめ

AfterBefore

料
金

20代女性。術後1ヶ月。少し重い一重が、ダウンタイムが短くすむマイクロ
メソッド＋α3点留めで綺麗な平行二重に。

極細の医療用糸でまぶたを留めて二重まぶたを作
る“埋没法”。切開せずに明るく華やかな目元になり
印象を大きく変えられるため、当院でも人気を集めて
いる施術です。当院オリジナルの「マイクロメソッド+
α」では、髪の毛よりも細い特殊な糸を使用している
ほか、針や麻酔針にもとことんこだわり、術後の腫れ
を極限まで減らすことに成功。当院の代表的な術式
となりました。従来法に比べて内出血が少なくダウン
タイムも短いため、長いお休みを取りにくく二重術を
諦めていた方にもおすすめです。
また独自の“取れにくい”“戻りにくい”縫い方により、き
れいな二重ラインを長くキープでき、万が一術後にご
希望のラインが変わっても、元に戻したり幅を変える
ことが可能なため安心です。

くっきり二重も、すっきり二重も

マイクロメソッド＋αアルファ

2点留め（両側） 16万5,000円（18万1,500円）
3点留め（両側） 18万5,000円（20万3,500円） 

進化した糸で効果が長持ち

AfterBefore

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保ちます。

マイクロメソッド＋α
（PVDF糸）  

3.Case

2.Case

1.Case

new

目の横幅を広げるように目
頭を切開。目の間の距離が
縮まるため、もともと目が離
れ気味の方におすすめ。

幅広の二重・平行型の二重にしたい
埋没法の糸が緩んで元に戻ってしまった方
まぶたの脂肪除去も一緒にしたい方（別途費用）
加齢によるまぶたのたるみが気になる方

Point!
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真皮

表皮

皮下
組織

ヘモグロビンを
吸収する波長

赤みの軽減に最適

長い波長 古い角質の除去コラーゲン生成を促進

585nm
Quanta

SystemQ1

694nm
ルビー
レーザー

シミシミ

1,064nm
Nd:Yag
レーザー

532nm
KTP
レーザー

短い波長 メラニン色素を破壊

フェイス

ラインを

引き上げる
！

Point!

Point! Point!

※表示金額の（　）内は税込価格です。

※札幌・東京・大阪・広島・福岡院のみ。

料
金

585 Quanta System Q1（赤ら顔・ニキビ跡・肝斑）
全顔 1回 5万円（5万5,000円）　両頬 1回 3万5,000円（3万8,500円）
小鼻赤み 1回 1万5,000円（1万6,500円）               

AfterBefore

30代女性。2回処置後1ヶ月。赤ら顔が目に見えて改善しています。

40代女性。2回処置後1ヶ月。あごのニキビ跡が目立たなくなりました。

AfterBefore

料
金

術後の赤みや腫れは徐々に消え傷跡も残りません

マイクロ波を照射して汗とニオイのもととなる汗腺を
壊す治療で、中度～重度の多汗症・ワキガを根本
から解決することが可能です。破壊された汗腺は再
生しないため効果は半永久的に続き、切らない治
療なので傷跡も残りません。夏も汗ジミを気にせ
ず、きれいな脇下でノースリーブが楽しめます。
施術の際は局所麻酔を行い、さらにクーリング（冷
却）しながら照射するため熱感や痛みもほとんどな
く、手術は怖いという方にもお
すすめしています。また当院で
は、ミラドライの公式認定医プ
ログラムを完了した医師が施
術しますので、安心してお受
けいただけます。

多汗症やワキガを、切らずに治療！　　

ミラドライ

効果のメカニズム

照射するマイクロ波は
水分に反応するため、
汗が分泌される「アポ
クリン汗腺」「エクリン
汗腺」のみで熱を発
し、汗腺を壊します。

料
金

40代女性、処置直後。片側2本ずつ挿入しています。お悩みだった
口元のふくらみがスッキリとリフトアップしました。

メスを使わず、溶ける糸を挿入してたるみを改善、
フェイスラインをすっきりさせる糸リフト施術です。この
糸のポイントは強力なリフトアップ効果。使用する糸
はコグ（トゲ）が太く長く、さらに大小2つのコグが連
続して付いているため、強い固定力と強力なリフティ
ング効果を生み出します。PDO（ポリジオキサノン）
素材の糸で安全性が高く、また挿入部は針穴程度
の大きさのため傷跡が目立たず、腫れが少ないこと
も特長です。

引き上げ力が強く、長持ちする「糸」

アンカープラス

アンカープラス    
両側6本   20万円（22万円）　両側8本  25万円（27万5,000円）
両側10本  30万円（33万円）　2本追加  6万円（6万6,000円）

AfterBefore

AfterBefore

大小２つのコグでしっかり固定

太く長い大小のコグを連続して付
けた糸。この形状が、強力な固定
とリフトアップを可能にします。

料
金

新生活に向
け

気になる部
分を

すっきり解消
！

顔の赤みやニキビ跡を改善　

585 Quanta System Q1

30代女性。処置後3ヶ月。あご下がスッキリしてフェイスラインがきれいに。

ウルトラセルQプラスは、HIFU（高密度焦点式超音
波）という特殊な超音波テクノロジーを利用したたる
み治療マシンです。皮膚の一番奥の層（SMAS）に
HIFUエネルギーを照射することでたるみを引き上
げ、シワも改善します。またカートリッジを付け替える
ことで目的に合わせた治療が可能です。美白＆小
顔効果の「リニア2.0」、二重アゴ解消＆小顔効果の
「リニア4.5」、顔全体のリフトアップには「ドット」をお
すすめしています。
照射スピードが早く施術時間が約10分と短いため、
痛みも最小限。治療は半年に1回が目安となってい
ます。またダウンタイムもほとんどないので忙しく時
間が取りにくい方にもお受けいただけます。たるみ
予防の施術としてもおすすめです。

HIFU（ハイフ）照射でたるみを撃退！

ウルトラセルQプラス

HIFUテクノロジーとは？

AfterBefore

HIFU（ハイフ）とはターゲット1点に集
中させた超音波の熱エネルギーを照
射する技術です。高温にすることで、
熱収縮とコラーゲン生成が起こり、リ
フトアップします。医療機関で行うハ
イフには高い効果が期待できます。

赤みや色素沈着の改善に効果的なレーザー治療で
す。マシン名の「585」はレーザーの波長に由来して
います。585nmの波長は血液内のヘモグロビン（赤
い色素）に反応するもので、赤ら顔や赤みのある傷、
やけど跡、赤いニキビ跡などに最適。照射と同時に
クーリングを行って肌を沈静化することで、痛みやダ
ウンタイムも軽減します。血管腫や毛細血管拡張
症、肝斑の改善にも効果があります。

表皮

真皮

皮下
組織

SMAS
筋肉

ピンポイントで照射

超音波

ウルトラセルQプラス
全顔 15万円（16万5,000円）　中下顔面 12万円（13万2,000円）　

Beauty Menu Line-up

マイクロ波が汗腺の水分に反応

アポクリン汗腺エクリン汗腺

表皮
真皮層

皮下
脂肪層

5日後 61日後術直後

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

1.Case

2.Case

1.Case

2.Case

new
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Instagramのフォロー、お願いします！

Instagramのはじめ方

ドクターのアカウント一覧

いろん
な

情報、楽
しく

シェア！

詳しくは
同梱チラシを
check!

聖心のドクターたちが、インスタグラムにてさまざまな情報を発信中。
仕事から趣味まで内容多彩、フォローするとイイことあるかも?！

＃聖心美容クリニック＃聖心美容クリニック

＃美容医療で日本を明るくしよう＃美容医療で日本を明るくしよう

＃とことん真面目に美容医療＃とことん真面目に美容医療

＃聖心クリ子＃聖心クリ子

＃アンチエイジング＃アンチエイジング

iPhoneの方

Androidの方

上記からアプリをダウンロード。

アカウント名
で検索、また
はQRコード
を読み取っ
てドクターを
見つけてくだ
さいね！アプリを起動し、「新しいアカウントを作成」を

タップ。電話番号かメールアドレスを入力し
届いた6桁の認証コードを入力。
名前・パスワード・ユーザーネームを入力し、
プロフィールなどの設定をして完了。

3.ドクターを探す2.アカウントの作成

まだ使ったことない方も今すぐはじめてみよう！

1.アプリをダウンロード

ドクターズ・インスタへ、ようこそ。

seishin_kobayashi

熱海院院長兼
美容皮膚科指導医長
小林 美幸

seishin_oi

大阪院副院長兼
診療医長
大井 弘一

makino_seishin

東京院副院長

牧野 陽二郎
seishin_sasaki

横浜院院長

佐々木 直美
seishin_tetu

大宮院院長

伊藤 哲郎
seishin_ito

東京院院長

伊藤 康平
札幌院院長

前多 一彦
seishin_maeda

seishin_nakatsuji

広島院院長

中辻 隆徳

seishin_mihara

福岡院院長

美原 寿之

seishin_teramachi

大阪院院長

寺町 英明
seishin_kato

名古屋院院長

加藤 大典

seishin_umeda

東京院・大宮院・
大阪院医師
梅田 剛

seishin_kawamorita

東京院・横浜院・
S-Labo渋谷院医師 
川守田 詩乃

seishin_hishida

東京院・大宮院・
名古屋院・大阪院医師
菱田 健作

seishin_nishida

広島院・福岡院副院長

西田 真

seishinbiyou

「シゴト×ジブン」#2

ドクターをもっと知っていただく

新「ドクターズルーム」第２回。

仕事への思いやプライベートの話から、

意外な素顔が垣間見えるかもしれません。

Doctor’s
Room
�eme

東京都出身。前職では東京慈恵会医科大学形成外科で診療部長を
務め、顔を含めた全ての手術に精通。美容医療に熱い想いを持つ熱
血ドクター。経験に基づいた診療で患者さまからの信頼も厚く、自身
の持つすべての技術・知識を常に全力で提供することを心掛けている。
東京院副院長を務める傍ら、福岡院・横浜院でも診療を行っている。

美容外科医になってよかったことは？

正直コレは大きい
→しっかり睡眠をとって、全身全霊で仕事ができ
ること（医者になって15年間はほとんど睡眠を取
れず10時間以上の手術を行うこともざらに…）。

でも、一番よかったことは患者さまの笑顔に
触れられることです！！！

大切にしているものはなんですか？

モノではないけれど、大事に思ってずっと継続
している想いが 「 昨日の自分より、今日の自分
は1mmでもいいから必ず成長している」こと。

患者さまに言われて
嬉しかった一言は？

「今まで人生で受けた手術の中
で一番満足しています」
「こういう鼻になりたかったんで
す、鏡を見るのが楽しいです」 
「ワオ♡」 
一番がいくつもありますね（笑）
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東京院 牧野 陽二郎 副院長File.3
Q1

身体にいいことを何かしていますか？

筋トレ、サーフィン。身体の
ためだけでなく、頭を空
にし、やるべき事等を考
えられる時間でもあります。

Q2
Q4

Q3

患者さまに言われて嬉しかった一言は？

鏡を見るのが楽しくなったと言われたことです。

一番よいリフレッシュ方法は？

豆から自分で挽いたコーヒー
を飲むことです。豆にこだ
わっていて、近所の電気
屋さん兼コーヒー屋さんで
焙煎してもらっています。

美容外科医としての信条は？

良いことも嫌なことも話しやすい
カウンセリングを心がけています。

趣味のドライブや温泉、自動車
レースも参戦しています。ちなみに
大切にしているものも車で、近代の車
にはない味がある古い車に乗っています。

東京都出身。東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。形成外科
専門医として目・鼻・口をはじめとした顔の施術を得意とし、笑顔を
絶やさず患者さまに寄り添った診療を心掛けている。本人が施術
を受けるほど美容医療に熱心であり、SNSでの経過紹介も好評。
休日はレーサーとして大会にも出場し、高い成績を収めている。

東京院・大宮院・大阪院

梅田 剛 医師
File.4

美容外科医になってよかったことは？Q1

Q3

Q2
Q4

休日の過ごし方は？Q5

容姿だけではく内面も明るくなられる患者さまがよくいらっ
しゃいます。患者さまの笑顔を見ると私もホッコリしますね。

0808 09



●医師・スタッフの検温・マスク着用・手指消毒の徹底
●定期的な院内消毒（待合・ドアノブ・ディスプレイ等）
●低濃度オゾン発生器を各所に設置し、空気除菌を徹底
●二酸化炭素濃度計を設置し、
  定期的な換気とキレイな
  空気環境を維持
●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

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！

聖心公式ツイッターアカウントを新しく開設！

全院にて「Curon（クロン）」でリモート診療対応中 オンライン診察開設

当院の安心・安全対策！ オンラインで診察・相談ができます

NEWS

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

鎌倉統括院長が、日本美容外科学会（JSAS）からの推薦を
受け、厚生労働科学特別研究事業「美容医療における合併
症の実態調査と診療指針の作成」に、成長因子（グロース

ファクター）を用いたPRP治療の専門的立場から、研究協力者として参画いた
しました。そして、美容医療診療指針が2020年11月に出版されました。

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
はオンライン診察のご案内をします。

※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。

昨年の12月には
クリスマス会を開催しました。

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！

聖心美容クリニック
公式Twitter

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が2回発生し、
今回また新たにアカウントを開設いたし
ました。心機一転、生まれ変わった聖心ク
リ子が、クリニックの最新情報や、より深
い美容医療情報を発信していきます。ぜ
ひ、フォローをお願いします！ ＠seishin_biyou

厚生労働科学特別研究事業に参画

新商品のお知らせ

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

女髪-MEGAMI-

髪の健康に必要な要素を
一つにまとめた育毛サプリメント

エムディア セラージュ

エムディアシリーズに
幹細胞コスメが登場！

イオニゼーションセラム

肌のバリア機能を高める
発酵保湿美容液

育毛に欠かせないビタミンや髪
の基となるアミノ酸、海外でも育
毛効果が認められているスー
パーフード“ミレットエキス”など、
髪の健康に欠かせない様々な
有効成分をたっぷり配合。

エイジングケアに有効な成長
因子を多く含む、高純度ヒト
由来幹細胞培養エキス配合
の化粧水と美容液。肌ダメー
ジの修復やハリの改善に。

日常のちょっとした刺激で起こ
る肌荒れの原因となる、水道水
中の"残留塩素"。これを無毒
化させるイオン化ミネラル成分
を配合した発酵保湿美容液で
す。イオンバランスを整え、低下
した肌のバリア機能を高めま
す。マスクによる肌荒れにも。

ローション 120ml
1万2,000円（1万3,200円）

25ml 7,500円（8,250円）240粒（30日分）8,800円（9,504円）
セラム 30ml
1万8,000円（1万9,800円）

当院の新型コロナウイルス感染防止対策および
診療体制について
緊急事態宣言の再発令を受け、私たちは医療機関として感染リスクを可能な限り回避し、
患者さまに安心してご来院いただける環境を整えたうえで、診療を行ってまいります。

※体制は状況に応じて柔軟に変更いたします。最新の情報はおかかりの
　クリニックにお問合せいただくか、当院公式サイトをご確認ください。

※表示金額の（　）内は税込価格です。

　　　　　　　　      ご来院の際はマスクの着用・
手指消毒をお願いします。また、体調の確認と顔認
証型非接触型体温計による検温を実施しています。
以下の方は、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。
● 37.5℃以上の発熱がある方 ● 発熱を伴わないが風邪症状がある方
● 37.0～37.4℃で倦怠感、咳・たん・喉の痛み、息苦しさなどの症状がある方
　　　　 当院ではオンラインによる無料カウンセリング／診療を実施
しています。詳しくは下記案内をご覧のうえ、おかかりの院までお気軽
にお問い合わせください。

◇当院の主な対策◇ ご来院前・当日ご来院時

その他

新規患者さま向け

低濃度オゾン
発生器“エアネス” 二酸化炭素濃度計

QRコードまたは
アカウント名で検索！

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
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