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BBクリーム

夏の外出時に徹底した紫外線対策が必要なのはみなさんご存知だと思いますが、室

内でも窓ガラスから入る光には注意が必要です。ガラスは紫外線UVA※を通します。

UVAは皮膚の奥に入り、じわじわとシワやたるみの原因になり、皮膚ガンを引き起こす

可能性もあります。対策として、朝起きたらまず日焼け止めを塗るのは大前提。そして

なるべく家の中でも日差しの届きにくい場所にいる、寝床の位置を直射日光の当たりにく

い場所にするなどの工夫を。さらに壁や床が白かったり反射しやすい素材の場所で

は反射光にも注意しましょう。曇りでも雨でも夜以外なら紫外線は降り注いでいます。

油断せず、毎日しっかり日焼け止めクリームやサプリを続けることをおすすめします。

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

プロテクトエナジー トリプルブロック
しっとりした使用感で敏感肌でもOK。皮膚科医が最も多く取り
扱っている日焼け止めのひとつで、私も愛用しています。これだ
けでも肌がつやっときれいに見え、軽い洗顔でも十分落ちます。

即効性のある“飲む日焼け止め”。抗酸化力も強くアンチエイ
ジングにも最適です。継続することで効果が高まり皮膚の保
護力も上がるので、日常ケアとして一年中飲むのがベスト。

ビタミンEやコエンザイムQ10など抗酸化成分をバランスよく
配合。美白・美肌、血液の酸化予防などが期待でき、アンチ
エイジング習慣におすすめのサプリです。

豊富なビタミン類に、脳の働きを活性化する成分もプラス。ビ
タミン類は皮膚の回復力を高めて紫外線を受けた肌も回復
しやすくなるので、普段からの摂取が重要です。

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（税込3,740円）

ラロッシュポゼ UVイデアXLシリーズ

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

小林 美幸 医師
熱海院院長 兼
美容皮膚科指導医 

8カプセル×7袋入（約1週間分） 3,500円（税込3,780円）
8カプセル×30袋入（約1ヶ月分） 1万2,000円（税込1万2,960円）

EQ エナジー

60包入り 1万500円（税込1万1,340円）
30包入り 5,500円（税込5,940円）

ビューティーエナジー PQQプラス

Dr. Kobayashi's �Recommend
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k!

巻頭特集

「スッキリほっそり
  Face&Body」

夏に間に合う！

Beauty Menu Line-up

早いほど効果的
アンチエイジングケア

明日はもっと美しい［ミュウ］

2021

VOL.

11
EARLY

SUMMER

1

1

3

3

2

4

4

詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

※UVA…透過性が高く、肌の奥（真皮）まで届く紫外線。光老化（シミ・シワ・たるみ）の原因を作る。

“ ”美肌対策院内キャンペーン   実施中！ 対象商品購入で10%割引または選べるサンプルプレゼント！

Dr.小林に聞くスキンケア講座

室内でも気を抜かない！ 紫外線対策

2

Promise for Safety

さらに安心なクリニックへ



最新の施術  で理想のラインを
手に入れて、より   美しく充実した夏へ。

スッキリほ  っそり

&Face Body
料
金

30代女性。術後1週間。あごへ注入し、フェイスラインが
シャープになりました。小顔効果も得られます。

手軽さが人気のヒアルロン酸注入ですが、今回ご紹
介するのはアラガン社製ジュビダームビスタ®シリー
ズの新製品、ボラックスを使ったあごやフェイスライ
ン形成の施術です。ボラックスは同社のヒアルロン
酸の中でも硬さがあるため、あごやフェイスラインの
形をくっきり出したい方におすすめです。さらに効果
は18ヶ月以上と持続性にも優れています。

ジュビダームビスタ® ボラックスXC 技術力の高い医師による安心の施術

AfterBefore

あごへのヒアルロン酸注入は「位置」と
「量」の見極めが重要です。当院では優
れた技術と経験を持つ医師が、少しずつ
注入しながら細かく調整するため、全体
のバランスがとれた仕上がりになります。

デオキシコール酸0.8%配合　　　 

FDA（アメリカの厚生省）に承認されたデオキシコー
ル酸を0.8%配合。従来の脂肪溶解注射に比べ、量を
抑えたことで、効果は保ちつつ、注入後の腫れや痛み
は感じにくい配合になっているのが特長です。

ジュビダームビスタ® ボラックスXC
1部位 （1本1ml） 9万8,000円（税込10万7,800円）

脂肪細胞を分解・排出！ リバウンドしない顔痩せ

20代女性。2回施術後です。
頬とあご下に注入し、スッキリとしました。

顔痩せに特化した顔専用の脂肪溶解注射、チンセラ・
プラス。頬やあごに直接注射し、気になる部分の脂肪
にピンポイントで働きかける画期的な施術です。デオ
キシコール酸が脂肪細胞を破壊し、尿と一緒に体外
へ排出。脂肪細胞そのものの数を減らすため効果は
半永久的に続きます。3回以上の
注入をおすすめしていますが、1回
でも効果を実感できます。

チンセラ・プラス（脂肪溶解注射）

AfterBefore
料
金

ストレスをコントロール！
進化したダイエットサプリ

ストレスホルモンの抑制に働きかけ食欲を抑えるダイ
エットサプリ「BBX」がリニューアル。４つの新成分を配
合、３つの成分の含有量もアップしまし
た。ストレスホルモンであるコルチゾー
ルの分泌をコントロールし、無理のない
ダイエットをサポートします。

BBXプレミアム
併用が
オススメ！

頑固な脂肪に集中照射！
サプリとの併用で効果UP

痩せたい部位にピンポイントで超音
波をハイパワー照射し脂肪細胞を破
壊して体外へ排出する痩身マシンで
す。1回で高い効果を得られます。さら
には独自のクーリング機能
により痛みを抑え、術後のダ
ウンタイムもありません。

リポセル
コルチゾール値の乱れを正常化

料
金

BBXプレミアム 1シート（20錠） 5,000円（税込5,500円）
1箱（60錠） 1万3,500円（税込1万4,300円）

料
金

リポセル 例） 腹部または大腿（内側） 1回30サイト（90ショット）
　   28万円（税込30万8,000円）

安全素材で鼻先を高くシャープに

20代女性。術後5ヶ月。鼻先が斜め下方向に延長し、
団子鼻が改善されました。

鼻先にメッシュ状のチップを挿入する人気の鼻尖形
成術です。チップは数万人の鼻尖データをもとに３D
プリンターで作成。挿入する位置や量の調整で、一人
ひとりに合った自然で美しい鼻を形成します。施術時
間は約20分と短く、鼻の内側を切開するため傷跡が
目立ちにくいのもメリットです。

鼻尖形成（3DPCLドーム） 生体適合性の高い医療用素材

After
AfterBefore

Before

使用されるチップの素材「PCL
（ポリカプロラクトン）」は数年で
自分の組織に置き換わり、溶け
ても効果は持続。異物を入れる
ことに抵抗のある方も安心です。

コルチゾールは体がストレスに対応するために脳から分
泌される物質で、通常は朝方に最高値になり夜には低
下。ところがストレスが多いとこの周期が崩れ、体重増加
に繋がります。BBXはコルチゾールの変動を正常化し、
ストレスや体内リズムの乱れをコントロールします。

料
金

鼻尖形成（3DPCLドーム）
鼻尖修正＋3D鼻尖用PCLドーム（同日処置） 40万円（税込44万円）
既に鼻尖修正手術を受けている方 20万円（税込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。

両頬またはあご下 1回 4万円（税込4万4,000円）
両頬+あご下 1回 7万円2,000円（税込7万9,200円）

チンセラ・プラス
持続期間は18ヶ月以上

硬く、しっかりとした形成が
可能なため、あご形成に最適

あごを
出す

施術前 鼻先を
シャープに

鼻先を
長く

鼻先を
下に

NEW
理想のあご＆フェイスラインに整えるFace

Face

Body

Body

Face

Point!

Point!

Point!

Point!

NEW
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BeautyMenu
Line-up

左記アンケートから、年齢を重ねると「たるみ」が女性の大きな

お悩みになることがわかりました。個人差はありますが、たるみは

20代後半から始まるともいわれます。たるみのサインに気づいた

ら、すぐにケアをはじめることをおすすめします。そしてセルフケア

に限界を感じたら、治療の検討を。クリニックケアは、早いほど

老化のスピードを遅くすることができます。アンケートから、マシン

治療を受けてみたい人が多いことも判明しました。そこで今回

は初心者でも受けやすいマシン治療と、しっかりリフトアップでき

るフェイスリフトの2メニューをご紹介します。

早い人で「ほうれい線」は20代から、また40代では

たるみのお悩みも。老化のサインを見逃さずに

適切なケアをして、若 し々さを保ちましょう。

当院が実施した60代・70代の美容に関心が
高い女性へのアンケートによると、「自分でもっ
とも老いを感じる」部分の1位は「たるみ」。そし
て「たるみ」と答えた人の6割以上が、何らかの
治療を試してみたいと回答しています。中でも
いま話題の「HIFU」を始めとする美肌マシンに
関心の高い人が半数近くにまで上がりました。

歳を重ねて、自分自身で一番気になるのは「たるみ」

アンチエイ ジング特集アンチエイ ジング特集

たるみ編 「たるんでる  ？」と思ったら、はじめましょう治療は早いほど効果的！

Q1. ご自分の顔で「老い」をもっとも感じる部分は？

皮膚の深い層から引き上げるSMAS法

DATA

皮膚の深い層からしっかり引き上げる

料
金

70代女性。術後当日。お悩みだった加齢によるお顔のたるみを改善。
非常にすっきりとした若 し々いフェイスラインになりました。

皮膚とその下の
皮下脂肪、SMAS
もたるんだ状態

SMASを引き上
げ、余った皮膚
とSMASを切除

皮膚、皮下脂
肪、SMASを
それぞれ縫合

顔のたるみを全体的に取り除く手術で、若返り治
療の中でも実績が多く効果的な方法の一つです。
当院では皮膚の下にあるSMASと呼ばれる組織
（表情性筋膜）も引き上げるSMAS法を採用。たる
みの深部から引き上げるためほうれい線が目立ち
にくくなり、首周りのたるみもきれいに解消します。

フェイスリフト 縫合跡も目立たない

AfterBefore

耳の付け根（前側）付近から皮膚
の余分なたるみとSMASを引き上
げます。傷跡も小さく、髪の毛で隠
せる部位で縫合するので傷跡も目
立ちません。 

フェイスリフト 90万円（税込99万円）※血液検査代別途
※切開の範囲が狭いプレミアムミニリフトやミニリフトもございます。

Point! Point!

HIFUを使った「切らない治療」ですっきり小顔に

料
金

30代女性。術後3ヶ月。頬のたるみが引き締まり、スッキリとした
印象に。たるみ改善だけではなく小顔効果も得られました。

ウルトラセルQプラスは切らずにたるみを改善する
マシン治療で、年齢とともに気になるあごやフェイ
スラインのたるみに有効です。HIFU（高密度焦点
式超音波）という超音波を一点に集中させた特殊
なエネルギーを利用することで、真皮深層のSMAS
（スマス）層に強力な熱エネルギーを与えます。それ
により肌を引き締め、同時にコラーゲ
ンが増加。2段階効果でたるみにしっ
かり作用し、フェイスラインが引き締ま
りハリも生まれます。照射時間は約
10分。痛みもダウンタイムもほとんど
ないため、美容医療が初めての方に
も気軽に受けていただけます。

ウルトラセル Qプラス HIFUテクノロジーとは？

High-Intensity Focused Ultrasound
の略で、高密度焦点式超音波といい
ます。たるみの原因に直接超音波の
熱エネルギーを照射することでフェイ
スラインを引き締めます。

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（税込16万5,000円）
中下顔面 12万円（税込13万2,000円）　

60代・70代女性の美容意識調査　聖心美容クリニック調べ

たるみ
シワ
シミ

肌の質感

窪み（痩せ・こけ）
加齢の症状を

感じることはない
その他

72.8%

56.7%

55%

29.7%

15.2%

1.8%

0.5%

「老い」を感じるポイントは
「たるみ」「シワ」「シミ」
が多いという結果に！

Q2.頬のたるみにおいて、どの程度の美容医療なら
      試してみたいと思いますか？

Q1で「たるみ」と答えた方へ／n=437
n=600

美肌マシン
注射

溶ける糸
切る手術

切る手術＋脂肪吸引
いずれも思わない

47.8%

25.4%

15.1%

3.0%

2.7%

39.4%

初めての方にも
おすすめ！

高い効果を得られる
本格治療

1 2 3

AfterBefore

切開

切除

縫合

表皮真皮皮下組織 SMAS 筋肉

04 05



BeautyMenu
Line-up

50代女性。術後6週間。日に当たることも多い生活パターンの患者さまで
す。シミや小ジワが1回の照射で大きく改善し、肌にハリも生まれました。

自分自身ではなく、人があなたを見たとき
どこに老いを感じるか。それを知るために
行ったアンケートから、「たるみ」と「シミ」は
他人よりも自分自身が感じる割合の方が
高いことがわかります。ところが「シワ」は他
人と自分が逆転。自分で感じるより他人が
感じる割合が3％高い結果になりました。

自分では鏡で静止した顔を見ることが多い一方、他人

は笑ったり話したり、動いている表情を見ているため本

人よりシワが目につくと考えられます。気になるシワやシミ

アンチエイジング特集

シワ・シミ編
手軽に受けられる！
最新施術で美肌をキープ

自分が思うより、人からはシワが目についている

あらゆるシワを改善する人気の万能注射シワ

シワ

シミ

料
金

40代女性。術後6ヶ月。難しい首のシワも一度の処置できれいになります。
時間をかけて症状を自然に改善していき、数年たっても効果が持続します。

40代女性。術後2年。顔の印象を左右する、ほうれい線が改善。単純にシ
ワが改善されるだけではなく肌質も良い状態になりました。

ご自身の血液から抽出した血小板に適量の成長因
子を加えたものを注入し、ほうれい線や目の下から
手の甲まであらゆるシワを改善します。ヒアルロン酸
のように溝を埋めるだけではなく、成長因子の働きに
より肌の細胞そのものを活性化させコラーゲン等の
組織を増やすため、見た目の仕上がりが自然なうえ
効果も3年以上と長く続きます。当院ではあらゆる症
状に対応できる“聖心メソッド”を確立。一人ひとりの
症状に応じたオーダーメイド形式で、多くの患者さま
にご満足いただいています。ご自身の血液を使うた
め安全性が高く、ダウンタイムもほとんどありません。

プレミアムPRP皮膚再生療法

AfterBefore

AfterBefore

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

60代・70代女性の美容意識調査　聖心美容クリニック調べ

額やあごの「表情ジワ」を解消、シワ予防にも

料
金

シワには、ほうれい線などの顔に定着した「固定ジ
ワ」と、顔の筋肉を動かすことでできる「表情ジワ」
の２つがあります。「固定ジワ」にはプレミアムPRP
皮膚再生療法など、そして「表情ジワ」にはボトック
ス注入が有効です。当院では信頼性が高くシワ治
療に適したアラガン社の薬剤を採用。皮膚の深部
にある筋肉層に薬剤を注入し、筋肉の緊張をほぐ
してシワを解消します。

ボトックス注入（額・あご）

ボトックス注入（額・あご）
1回 3万8,000円（税込4万1,800円）

シミの改善に加え顔全体もトーンアップ

料
金

ライムライトは、日本人の肌を考え、日本人医師によ
り開発された美肌治療マシンです。さまざまな波長
の光を顔全体に照射することで、シミやそばかすだ
けでなく、小ジワや赤ら顔、毛穴の開きなどの肌質ま
でも改善し、肌全体をトーンアップ。日本人に多い
「薄いシミ」には特に高い効果を発揮します。また真
皮層のコラーゲンの産生を促すためハリ感も生ま
れ、肌の印象が飛躍的に向上。定期的に受けること
で若 し々い肌を保てます。痛みが少なくダウンタイム
もほとんどないため、施
術後すぐのメイクも可
能。忙しい方や初めて
美肌治療を受けられる
方にもおすすめです。

ライムライト 光治療とレーザーの使い分け

AfterBefore

光治療はさまざまな波長を含んだ光を照射して複数の
原因にアプローチし肌の状態をよくしていきます。それに
対してレーザーは、単一の波長でターゲットにピンポイン
トで光を届け、一度の照射で効果を発揮。気になるシミ
がある場合は、シミ取りレーザー治療をおすすめします。

Q3. 同年代の周りの方で「老い」をもっとも感じる部分は？

表情ジワ固定ジワ

顔全体 1回 3万3,000円（税込3万6,300円）
ライムライト

たるみ

シワ

シミ
肌の質感

窪み（痩せ・こけ）
加齢の症状を

感じることはない
その他

72.8%
59.7%

61.3%

56.7%

55%
26%

19.2%
2.3%

1% 自身が気になる部分他人の気になる部分

「シワ」は自分で気になる
よりも他人が気になる
割合が高い！

41.5%

を改善して、この先の毎日もずっと笑顔に自信を持って

お過ごしいただけるように。聖心美容クリニックではさまざ

まな治療をご提案しています。

DATA

Point!

※PRPの場合 ※ボトックスの場合

表皮

真皮層

皮下
脂肪層
筋肉

筋肉に注入

肌をなめらかに

表皮

真皮層

皮下
脂肪層
筋肉

コラーゲンや脂肪
が増えシワが改善

真皮に注入

20代女性。術後1週間。表情によって現れるアゴの梅干しジワを
ボトックス注入によって改善しました。

AfterBefore

40代女性。術後1ヶ月。額に表情ジワができやすい状態でしたが、処置後
には同じように表情を変えてもシワが現れなくなりました。

AfterBefore

※2021年4月時点

症例数 突破！件60,000
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当院医師 患者さま

“ ”

Promise for Safety
さらに安心なクリニックへ

当院では新型コロナウィルス感染予防対策として、予約枠を制限して密にならないようご協力を

お願いしています。また患者さま同士の接触を防ぐ「個室待合」、スタッフや看護師、医師の

マスク・手袋・フェイスシールド等の着用、もちろん院内の消毒や換気も徹底してまいりました。

今後もさらに対策を強化して、より安心してご来院いただける環境づくりに努めています。

エアネスは人体に影響を及ぼさず連続使用が可能な
「低濃度オゾン発生装置」です。ウイルスは核酸（DNA 
やRNA）とこれを包む外殻タンパク質から構成されて
いますが、オゾンによってこのタンパク質が分解される
ことで「ウイルスの不活化」が起こるとされています。空
気の除菌・消臭、ウイルスの除染効果により空気環境
を清潔に保つ「エアネス」は、多くの医療機関や介護
施設などにも導入されています。

院内の感染対策として新たに導入したものはありますか？Q.
標準的な対策に加え
低濃度オゾン発生器「エアネス」を
全院各所に設置しています。

「エアネス」について

インターネット

A.

Q.
A.

来院しなくても処方やカウンセリングはできますか？

ご自宅などからPC/スマートフォン
で診察・処方・カウンセリングが
可能です。

※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。

※ご利用の際には「クロン」のダウンロードをお願いいたします。
　詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

※実施院・担当医師が限られております（札幌院・熱海院・広島院では行っており
　ません）。詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

※処方は致しかねますのでご了承ください。
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： 若返り、美容皮膚科、目もと、顔まわり、毛髪など

「Webex」を使用。オンラインで確認が可能な部位・メニュー
の場合、オンライン診察（カウンセリング）を承ります。

アプリ「クロン」を使用。当院で一度以上
対面診療を受けている患者さまが対象です。

「シゴト×ジブン」#3

ドクターをより知っていただける当企画。

さまざまな質問から、意外な一面や

「とことん真面目に」美容医療に

取り組む姿が見えてきます。

Doctor’s
Room
�eme

大阪府出身。大阪市立大学医学部医学科卒業。自身の診療の
モットーは「美容医療は幸せ医療」。婦人科領域にも精通しており、
親身で的確なカウンセリングには定評がある。聖心きっての文芸通。

最近印象に残っているご自身の施術は？

昨年末の乳房縮小術。コロナ禍の手術を迷い
ながらも決断され、長年の悩みが解消して本
当によかったと言っていただけました。

美容外科医になってよかったことは？

長年のお付き合いがある患者さまに、
体の不調がなく元気な状態で、ずっと
お会いできること。美容外科医ならで
はの喜びです。

09

横浜院 佐々木 直美 院長File.5

Q1

若 し々くいるために気をつけていることは？

若い人の考え、今感じていることを聞くようにしています。今
は一番率直な意見を聞ける娘から教わることが多いです。

未来の美容医療のイメージは？

スキンケアやたるみ予防などを健
康診断や人間ドックのように受け
ていたり、福利厚生にする企業もあ
るかもしれませんね。

Q2

プライベートではまっているものは？

昔読んだ文学作品を再読。ゾ
ラ、モーパッサン、コクトー、岡本
かの子など、今読むとまた違っ
た感動が。映画もよく観ます。

Q4

Q3

プライベートではまっているものは？

お洒落スポットの発掘です。インスタにも積極的にアップ
していますので、宜しければフォローをお願いします（笑）

美容外科医としての信条は？

「温厚質実」が信条。聖心が志すのは「まじ
め」な美容医療です。常に患者さまに寄り添っ
て、安心と信頼を築いていきたいと思います。

今までで一番
嬉しかった一言は？

「イメージ通りの結果になった」と
喜んでいただけた時はもちろん、
「人生に前向きになった」「鏡を
見るのが嬉しくなった」と言われ
ると美容外科医冥利に尽きます。

気に入った洋服やカバンは、もう1点予備
で同じ物を買うようにしています。2度と出
会えないかもと思うと、悲しいので（笑）

愛知県出身。聖マリアンナ医科大学医学部医学科卒業。
形成外科で技術を磨き、その後聖心美容クリニックへ。
明るい雰囲気で患者さまが話しやすいカウンセリングを
心掛けている。旅行や温泉宿巡りなどが趣味というアク
ティブな一面も。

東京院・大宮院・名古屋院・

大阪院  菱田 健作医師File.6美容外科医になって
よかったことは？Q1

Q3

Q2

Q4

こだわっているモノはありますか？Q5

Q5

患者さまの笑顔を見ら
れること。美容医療は、
見た目だけでなく内面
も変える力があり、「自
信が持てるようになっ
た!!」と明るくなられた
姿を見られるのはとて
も幸せなことです。

“ ”オンライン診療「Curon（クロン）」 “ ”オンライン診察（カウンセリング）
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サトウキビ由来のエタノール（アルコール）65％配合。
ティーツリーやユーカリ、レモンなどの精油をブレンド
し、爽やかですっきりとした香りのハンド用ジェルで
す。自然由来の保湿成分により、肌荒れも防ぎます。

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！
NEWS

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

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。

※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。

Point

1.
Point

2.

Point

3.

簡単スピーディ予約
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。

子ども達と料理づくりを行いました。

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！

手軽にご
予約を

お取りで
きます2月24日、25日に第43回日本美容外科学会がリーガロイヤ

ルホテル小倉にて開催され、鎌倉統括院長がシンポジウム
（形成外科領域講習）にて、「下眼瞼の若返りにおける複合
的治療」について発表を行いました。

第43回
日本美容外科学会に参加

4月14日～16日に第64回日本形成外科学会がホテル椿山荘東京にて開催され当院医師らが参加しました。3日間に渡り、
美容領域を含む幅広いジャンルの多彩なプログラムが開催されました。

第64回 日本形成外科学会に参加

INFO
Dr. 梅田のとことん
真面目に美容談義

ご来院者全員にご参加いただける
「Choose Happiness Campaign」実施中！

4月12日より、ご来院いただいた患者さま向けキャンペーンがスタート。人気の
オーガニックコスメブランド「john masters organics」の“ハンドリフレッシュ
ナー”を1本（50㎖）プレゼントいたします。

※プレゼントには条件があります。詳しくは直接クリニックスタッフにお声かけください。商品がなくなり次第キャンペーン終了とさせていただきます。

梅田剛医師出演の、「とことん真面目に」美容のお悩みに答
える動画シリーズがスタートしました。第一弾は「たるみ」の
予防法。日頃の美容ケアが、実はたるみの原因になってい
た！？など、ホームケアでの落とし穴やその改善方法を解説
しています。動画は順次アップされていくので、お楽しみに！

https://youtu.be/T
Fzijgj5mZ4

INFO
Special

公式YouTubeでドクターの動画をチェック！
美容のお悩み相談から商品のレビューまで！

すっぴんドクター小林が語る！
幹細胞コスメを使ってウルツヤ肌に！
今話題の幹細胞コスメについて、成分や種類、その選び
方、おすすめコスメ（レチノステムM.D.やステムサイエンス
M.D.など）を熱海院小林院長が体を張ってレクチャー！
実際に小林院長が幹細胞コスメを使用した肌の変化もご
紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

https://youtu.be/
llmvzAwKP2E

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回来院した方全員に
EQエナジー3包（1,620円相当）をプレゼント。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！

聖心オリジナル
キャラクター
クリ子ぬいぐるみ

レチノステムM.D.
ボディローション
（全身用）

レチノステムM.D.
ブースター美容液
（顔用）

新たに追加された特典の一例をご紹介！

LINEショップカードの特典内容リニューアル！さらに!

and more...

ハンドリフレッシュナーとは？

LINEショップカードとは？

他にも特典は沢山ご用意しております。詳しくはクリニックスタッフにお問い合わせください。

ポイント5 ポイント10 ポイント15 ポイント15
ミルキーピール
M.D.ソープ

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

クリニ
ックの

QRコ
ードを

読み込
むだけ

！

Chec
k!
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