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国産のヒト脂肪細胞順化培養液エキスを配合した3D形
状のシートマスクが顔に密着。エイジングケアに有効な成
分が肌に浸透し、肌ダメージの修復、コラーゲン・ヒアルロ
ン酸産生促進、ハリの改善、ターンオーバー促進といった
効果により、若 し々い肌へと導きます。国立大学の再生医
療研究センター発の安全なコスメです。

1箱 （30㎖×5枚） 9,000円（税込9,900円）

エムディア セラージュ3Dマスク
アプロ―ラ
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おすすめ新商品のご紹介

新成分「バクチオール」配合の美容セラムクリーム

再生医療による
新しい
エイジングケア、
ヒト幹細胞マスク

ドリンクタイプのサプリメントで、
体内臭・口臭対策を

美肌とニオイ対策への
新しいアプローチ

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

明日はもっと美しい［ミュウ］

2021

VOL.

12
AUTUMN

画期的な新しい成分を配合したクリーム、サプリメント、マスクは、
どれも医療機関だけで買える商品です。マスク生活での肌荒れや、

こもったニオイのリフレッシュにぜひ、お役立てください。

主な成分は、ミルク由来のオリゴ糖「ラクチュロー
ス」と「センスピュール」。「ラクチュロース」は腸内で
善玉菌であるビフィズス菌を活性化。また若い女
性特有の甘い香りの正体「ラクトン」は年齢と共に
減っていきますが、「ラクチュロース」の摂取で増や
すことができます。「センスピュール」は腸内フロー
ラを改善して汗臭、体臭、便臭を元から抑えます。

1箱（15包） 2,700円（税込2,916円）

バクチオーラ
バブチというハーブの葉と種子から抽出された成分「バクチオール」をは
じめ、8種の植物由来成分を配合。ニキビや肌荒れ、加齢による小ジワ
を改善し、肌をトーンアップします。赤みや皮剥けを起こしにくく、レチノー
ル※が苦手な方にもおすすめです。乳液や化粧下地としても使えます。
※レチノール…肌のターンオーバーを促す作用がある「ビタミンA」の1つ。ターン
オーバーによって古い角質が代謝し、くすみ・シワ・毛穴・軽度のたるみを改善。

1本（30㎖） 9,000円（税込9,900円）

「当院こだわりのたるみケア」
巻頭特集

Beauty Menu Line-up

効果の高い美容術特集
注目の成分で発毛＆育毛

次世代の毛髪再生
治療が登場！
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ハイフ（ウルトラセルQプラス）による
たるみ治療

早期たるみ治療のすすめ

ここが違う！ 聖心スタイルの美容医療

クリニックで受けるハイフ施術のメリットは、エステと比べてより高い出力で照射ができることです。

しかし同じ医療ハイフでも、クリニックによって違いがあることをご存知ですか?  今回は、たるみ治療として

女性たちから熱い視線を浴びている「ハイフ」の、聖心ならではのこだわりをお伝えします。

ハイフとは、高密度焦点式超音
波のことで、たるみの原因である
皮膚深層部（真皮深層～SMAS
層）にエネルギーをドット状に照
射し、高温の熱によって肌の土台

たるみは、肌の土台のゆるみや組織の減少にともなう肌表面の形状の変化です。放置しておけばど
んどん進行していきます。だからこそ予防的な治療、つまり早い段階で治療することが大切です。
わかりやすくグラフの線で考えると、下降している途中で治療を受けるとたるみレベルはいったん上
昇し、その後また緩やかに下っていきます。ある程度下がったところで治療をすれば、また上がり…
というふうに、治療を継続することで下降を緩やかにし遅らせることができるのです。
シミやシワであれば、ある程度進行（濃くなる、深くなる等）してからでも切らずに改善ができますが、
たるみは進行してしまう
と、手術という選択肢で
しか対応ができなくなりま
す。そのため、早い段階
で予防的に治療を継続
することが最善だと考え
られます。

当院の梅田医師が
実際にハイフを体験した
動画をYouTubeで公開中！
是非ご覧ください。

〈 部位によるカートリッジの使い分け（例） 〉

ハイフによるたるみ治療は多くの
美容クリニックで行われています。
基本的な手順や照射方法が定め
られているため、看護師が施術を
行うクリニックもありますが、当院
のハイフ治療は、必ず解剖学を

ハイフによる「切らないたるみ治療」　
HIFU（焦点式高密度超音波）テクノロジーを利用したたるみ治療マシ
ン。たるみ治療には、顔全体のリフトアップに特化した3種のドットカート
リッジを使用し、超音波による約65度の熱エネルギーを低出力で照射。
１回の施術で十分な効果が期待でき、半年から一年持続します。

ウルトラセルQプラス

HIFU

commitment to quality

Check

表皮

真皮

皮下
組織

SMAS
筋肉

ピンポイント
で照射

超音波

料
金

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）　

ハイフは効果的で
ダウンタイムも少ない

ドクターだからこそできる
効果的な施術を

年齢

〈 年齢を重ねたたるみの状態のイメージ 〉
治療 治療を受けた際の

たるみの症状

何もしなかった場合の
たるみの症状

た
る
み
の
状
態
重

軽 治療
熟知したドクターが施術を行うこ
とで、出力の調整や、患者さまの
肌に合わせて微妙に照射角度を
変える等の微調整を行い、最大
限の効果を狙います。たとえば
神経を避けて、安全なラインを守
りつつギリギリまで強いパワーで
照射する。赤みが出たが、まだ
大丈夫と判断してもう少し攻める。

のゆるみをギュッと引き締め、たる
みを改善する治療です。
当院で主に使用するのは、「ウル
トラセルQプラス」というマシンで、
4.5mm、3.0mm、1.5mmと、熱
が届く深さの異なる3種のカート
リッジを使い分けて施術を行いま
す。従来のハイフマシンと比べて

などの調整が可能となります。
「ドクターが打てば、ふくよかな方
は痩せて見えたり小顔な印象に
なることができます。また痩せて
いる人は効果が出にくいと言われ
ていますが、ドクターならより効果
を出すための打ち方を提案できま
す」（鎌倉統括院長）
「痛みが少ない点がこのマシンの
メリットですが、私たち医師はより
高い効果を求める患者さまには、
最大限の治療を提供したいと考
えます。安全な範囲でもっと高い
出力で照射することもあります」
（福岡院 美原院長）
つまり、医師が施術を行うことで、
一人ひとりのご希望に合った打ち
方ができるということです。

施術時の痛みが大幅に軽減さ
れ、施術時間も全顔で約10分と
短い点もメリットです。

目尻のシワ Q 1.5

または
首のシワ

Q 1.5 Q 3.0

フェイスライン
または Q 3.0Q 4.5

02 03



B
E

A
U

T
Y

 M
E

N
U

 L
IN

E
-

U
P

B
E

A
U

T
Y

 M
E

N
U

 L
IN

E
-

U
P

P O I N T P O I N T

P O I N TP O I N T
皮膚が引きつれない工夫

当院では熟練の医師がシワの寄りにくいデザインと、
皮膚を縫い縮める際に皮膚のヨレを細かく修正する
縫合技術を用いています。

人に会うことが少ない今こそおすすめしたい手術をご紹介。

さらにマスクでの肌荒れをケアする美肌メニューもご紹介します。リモートワーク期間に、効果の高   い施術を！

上まぶたのたるみを改善して
目もとの印象アップ

料
金

40代女性。術後6年。三角目の症状があり二重の幅も狭くなって
いましたが、術後三角目が改善、二重幅も自然に広がりました。

眉下ラインに沿って切開し、上まぶたの厚みを軽減

することですっきりした目もとをつくる手術です。上ま

ぶたの腫れぼったさや、加齢によるまぶたのたる

み・二重幅の狭まりなどを改善します。眉下を切開

するため、当院では「傷跡が目立たない」ことも徹底

的に追求。切開方法を工

夫して眉毛を残すことで、

術後の傷跡も目立ちにくく

なっています。

眉下リフト

AfterBefore

１mm単位で目もとの
印象を大きく変える

料
金

20代女性。術後1ヶ月。幅広すぎない平行二重をご希望でした。
目の距離を近づけすぎず、蒙古ひだを改善し、はっきりとした目もとに。

「目上切開」は、目頭にかぶさっている「蒙古ひだ（目

頭を覆う皮膚）」を取り除くことで、目を大きく目元を

華やかな印象にする手術です。皮膚（蒙古ひだ）を

目頭の上部に沿って切開し、目と目の距離を近づけ

ることなく目をひとまわり大きく見せられるため、寄り

目にしたくない方におすすめです。逆に目と目の間

を近づけたい人には「目頭切開」をおすすめしてい

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。

目上切開

目頭切開との違いは“切開デザイン”

同じ目頭部分切開でも、
目頭から上方向に切開
する「目上切開」に対し、
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。

移植する軟骨の大きさが仕上がりを
左右するためバランスを見ながら慎
重に調整します。鼻先をシャープにし
たい場合は前方に配置、鼻先を長く
したい場合はやや下方に配置します。

AfterBefore

目もと

鼻の付け根から小鼻の一部を切除 鼻の付け根の部分のみ切除

「目頭切開」
デザイン

「目上切開」
デザイン

目上切開／目頭切開　20万円（税込22万円）  

眉下リフト　30万円（税込33万円）
（オプション）脂肪切除を行う場合  ＋8万円（税込8万8,000円）切除する余剰皮膚

シャープに高く
複合手術で理想の鼻へ

料
金

鼻尖縮小（団子鼻修正）は、鼻先から小鼻への形を

つくる軟骨（鼻翼軟骨）を縫い寄せることで、鼻先を

シャープに高くする手術です。ここからさらに理想の

鼻に近づけたい場合は鼻尖形成（耳介軟骨移植）

を併用して、鼻先にボリュームをプラス。鼻先がつん

と高くなります。

鼻尖縮小＋鼻尖形成（耳介軟骨移植）

横に広がった小鼻を
きゅっと小さく

料
金

20代女性。術後
1週間。小鼻が横
に広がっている
印象でしたが、
術後は小鼻の膨
らみが改善。

鼻の付け根を一部取り除くことで小鼻の張り出しや

広がりを改善し、バランスのとれた可愛らしい鼻にす

る手術です。当院では一人ひとりの鼻に合わせ、小

鼻をしっかりと縮小したり、鼻の穴の中から控えめに

縮小したりと微調整します。鼻の穴の中や小鼻の溝

を切開するため、傷跡はほとんど目立ちません。

小鼻縮小（鼻翼縮小）

こんな方におすすめ！
● 鼻穴を小さくしたい方
● 鼻穴が横に広がっている方
● 正面から見て鼻穴が目立つ方
● 小鼻を小さくしたい方
● 鼻の横の張り出しが大きい方

AfterBefore

鼻

横の張り出しが大きい場合 横の張り出しがあまりない場合

小鼻縮小（鼻翼縮小）　30万円（税込33万円）  

鼻尖縮小+鼻尖形成（耳介軟骨移植）　50万円（税込55万円）

20代女性。術後
3ヶ月。鼻先の丸
さが気になり、自
然な高さを出し
たいというご希望
でした。鼻先に高
さが出てナチュラ
ルな仕上がりに。

「鼻尖形成」当院の工夫

AfterBefore
鼻の穴を
切開

軟骨移植の
スペースを
確保

鼻翼軟骨を縫合して補強鼻翼軟骨を縫い寄せる

鼻尖縮小
鼻尖形成
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リモートワーク期間に、効果の高い施術を！

ほんのり微笑む
魅惑の唇を半永久的に

料
金

40代女性。術後１ヶ月。傷跡はまだ少し目立つ時期ですが、
自然に口角が上がり可愛らしい唇になりました。

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、口角を持ち上げる手術です。

「への字口」を改善、「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。通常の口角挙上は上唇の縁

の一部を切開し縫い寄せますが、プレミアム口角挙

上は上唇と下唇の皮膚と粘膜をVの字に切開。傷

口が唇の中で外に

出ず、見えにくいと

いうメリットがあり

ます。

こんな方におすすめ！

AfterBefore

鼻下を整え引き締まった
若 し々い印象に

料
金

40代女性。術後３週間。年齢とともに鼻の下が長くなってきた
とのことで、短く整えより若 し々くなりました。

鼻と口の間にある縦の溝のことを人中と言います。

ここが長いと間延びした印象になったり、実年齢よ

りも老けてみえることがあります。また、加齢により長

くなることもあります。そのような場合、鼻の下の付け

根に沿って皮膚を切除し縫合することで、鼻の下を

短くすることができます。術後は引き締まった印象に

なるだけでなく、縫合の際に上唇が引っ張られるた

め上唇がふっ

くらし、若 し々く

見えるようにな

ります。

鼻下短縮術（リップリフト）

AfterBefore

リップ

鼻下短縮術（リップリフト）　30万円（税込33万円）  

プレミアム口角挙上術　35万円（税込38万5,000円）

女性。術後１ヶ月。鼻下の長さがほどよく短くなり、
上唇も厚みが出てバランスの良い唇になりました。

AfterBefore

美肌

プレミアム口角挙上術

切開箇所

「への字口」で真顔でも
不機嫌そうに見える

「おちょぼ口」（小さい唇）を
横方向に広げたい

SNSで話題！ 全身の
シミや色素沈着に

ハイドロキノンやトレチノインの刺激が強いとお悩みの

方にもお使いいただける、肌に優しい美肌クリームが

登場。主成分のシステアミンはヒトの母乳に含まれる成

分で、高い抗酸化作用を持ち、メラニン形成

経路にも作用を及ぼし色素沈着を改善しま

す。顔のシミ、そばかす、肝斑、また光治療でも

難しい目の下に、さらに首やひじ・ひざ、乳輪、

デリケートゾーンにも使えます。光過敏性もな

いので、日光を気にせずお使いいただけます。

ニキビの漢方で有名な十味敗毒湯ですが、メーカー
により配合に違いがあります。アダルトニキビには、
女性ホルモン様作用がある桜皮を配合した処方が
大事です。飲みやすい錠剤タイプを採用しました。

ニキビが赤く膿み、その後もどす黒く色素沈着してし
まうことがありますが、そんなニキビ跡の漢方として
桂枝茯苓丸が有効です。とくに皮膚の健康を保っ
てくれる、薏苡仁配合のものを用意しました。

マシンによる定期的な
ケアで美肌をキープ！

料
金

50代女性。術後6週間。シミや小ジワなど全体的にダメージが
強い肌でしたが、シミが改善しハリもでました。

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・赤ら顔など肌の色調トラブルや、小ジ

ワ・毛穴の開き・ごわつきといった質感トラブルが混

在した症状を同時に改善し、肌全体をトーンアップ

する美肌治療マシンです。肌の印象が飛躍的に向

上し、さらに真皮層のコラーゲンの産生を促してハ

リのある若 し々い肌へ。痛

みが少なくダウンタイムも

ほとんどないため、日頃の

肌ケアとして取り入れや

すいマシン治療です。

ライムライト

AfterBefore

料
金 シスペラ　3万2,000円（税込3万5,200円）

料
金

十味敗毒湯エキス錠／桂枝茯苓丸加薏苡仁
各14日分　6,000円（税込6,600円）

シスペラ
※札幌・広島先行導入

ライムライト　顔全体 1回 3万3,000円（税込3万6,300円）

日本人の肌のために開発

ライムライトは日本人の肌質を考え、日本人医師によ
り開発されたマシンです。肌に不要なダメージを与え
ず優れた効果が得られ、日本人に多い「薄いシミやそ
ばかす」には特に高い効果を発揮します。

ニキビの悩みに
内側からアプローチ

ケイシブクリョウガンカヨクイニン

桂枝茯苓丸加薏苡仁

西田医師厳選！おすすめ漢方

十味敗毒湯エキス錠
ジュウミハイドクトウ

美肌
クリーム

NEW!

美肌
漢方

NEW!
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次世代の毛髪再生治療
RichExosome（リッシェゾーム）
男性にも女性にも！

今まで当院ではプレミアムグロースファクター

再生療法やケラステム毛髪再生といった毛

髪再生治療を行ってきました。そしてこのた

び注目の成分「エクソソーム」を使用した、

リッシェゾームという薬剤が登場。この薬剤

を頭皮から直接注入することで発毛・育毛

効果が促進され、男性の薄毛（AGA）・女

性の薄毛を改善する新しい毛髪再生治療

です。すでに当院のモニターテストでも薄

毛の改善に効果がみられました。またリッ

シェゾームはさまざまな安全性試験もクリア

しているため安心してお受けいただけます。

「シゴト×ジブン」#4

美容医療への考えや取り組み、

趣味や家族、休日の過ごし方。

仕事とプライベート両方の質問から

ドクターを多面的にご紹介します。

Doctor’s
Room
�eme

広島県出身。琉球大学医学部卒業。美容外科医として25年の
キャリアをもつベテランドクター。オペの技術に定評があり多くの
症例と経験を誇る。趣味はマリンスポーツ。プライベートでは一児
の父でもある。

美容外科医としての信条は？

近年はたくさんの施術が氾
濫しており、なりたい自分に何
が必要なのかを患者さま自
身で見極めるのはとても大変
です。カウンセリングを通して、
患者さまに何が必要か不必
要かをきめ細かく説明し、患
者さま自身にご理解いただけ
るように心がけています。

美容外科医としての理念や信条は？

医学的にただ外見を変えるだけがゴールでは
ありません。本当のゴールは外見を変えること
によって内面も変えることです。患者さまに
「外見が変わったことで、心持ちもより前向き
になれた」と言われた時は嬉しかったですね。

若 し々く健康でいるために気をつけていることは？

セルアクチンを摂ること、早起き、運動、食べすぎ
ないこと（でもお酒は制限せず）。休日は家族
サービスをしますが、スキをみてクライミングを。

プライベートでハマっているものは？

育児。子供と接する時間をたくさんとることを
大切にしています。子供の散歩も兼ねたウォー
キングは、自分の健康にも役立っています。
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大阪院副院長 兼 診療医長

大井 弘一院長

神奈川県出身。福島県立医科大学医学部卒業。患者さま目線で
の丁寧なカウンセリングが好評。その真摯な姿勢からスタッフから
の信頼も厚い。休日はクラフトビール巡りやボルダリングなど行う
アクティブな一面も。

大宮院 伊藤 哲郎院長

File.7

File.8美容外科医になってよかったことは？Q1

Q3

Q2

Q2

Q4

前向きに、幸せになりたいという患者さまのお気持ちにきち
んと向き合い、お手伝いをさせてもらえるということ。だから
「不安、心配があったけど、信頼して手術を受けて
本当によかった」というお喜びの声をいただい
たことは本当に嬉しかったです。

エクソソームとは体内の細胞で分泌されてい
るカプセル状の物質で、細胞や組織に複数
の情報を伝達するメッセンジャーとしての役割
を担っているものです。エクソソームの中に
は成長因子やタンパク質が豊富に含まれて
おり、特徴的な成分としてmiRNA（マイクロ
RNA）、mRNA（メッセンジャーRNA）、DNA
などのメッセージ物質が含まれています。こ
のメッセージ物質を他の細胞に届けることで、
受け取り側の細胞にエクソソーム内部のタン
パク質やRNA（遺伝子情報）など複数の情
報を一度に複数の細胞へ効率よく伝えること
が可能。その働きを利用することで再生医療
や美容面で優れた効果が期待できます。
リッシェゾームでは、幹細胞を培養した際に
作られる培養
液を使用した
幹細胞上清液
から抽出され
る「幹細胞エク
ソソーム」を使
用しています。

リッシェゾームの主成分エクソソームには、約50種の成長因子・598
種類のmiRNA（遺伝子）・3種類の抗炎症サイトカイン・1008種類
のタンパク質が含まれています。これらの成分が毛乳頭細胞に届
いて毛乳頭細胞を活性化。血行不良や栄養不足、細胞の老化な
どさまざまな薄毛の原因を改善し、発毛・育毛効果を促進します。

ブロック麻酔を行い、パスキン針
（極細の3本針）で頭皮に薬剤を
注入します。
（治療時間は約5～10分）

RichExosome（リッシェゾーム）   1回 8万円（税込8万8,000円）   6回コース 43万2,000円（47万5,200円）料金

注目成分 リッシェゾームによる発毛のしくみ

Before After

最近注目している施術または治療はありますか？

自分自身の再生能力を引き出してシワや溝を改善する
“プレミアムPRP皮膚再生療法”は素晴らしい治療です。
これからますます発展していくでしょう。

Q1

大切にしているもの、
こだわっているものは何ですか？

大切にしているのは、いつまでも色褪せない、家
族や友人と過ごした思い出。本当の宝物は心
の内にあります。こだわっているのは沖縄のかり
ゆしウエア。洒落た柄のものを集めています。

Q3

自分を癒してくれるもの、
あるいは癒しの時間とは？

映画の鑑賞、スキー、シュノーケリン
グ・ダイビング。沖縄旅行でリフレッ
シュしたいのですが、コロナ禍で最
近行けていないのが残念です。

Q5

一緒に働いているスタッフ一同。
同じ志を持ったスタッフがい
るからこそ、よいサービスを提
供できると考えています。

Q4 大切にしている「宝物」が
ありましたら、教えてください。

パスキン針で
注入

毛幹

毛根

毛細血管

毛包

毛母細胞

毛乳頭

毛幹

毛根

毛細血管

毛包
毛母細胞
毛乳頭

毛根

毛細血管

毛包
毛母細胞
毛乳頭

リッシェゾームを注入 血管新生を促進、
栄養促進、毛母細胞の増殖

発毛が促進

New

当院の鎌倉達郎統括院長が自ら
リッシェゾーム毛髪再生治療を受けました！

鎌倉 達郎
統括院長
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〒730-0035
広島市中区本通3-10 本通サザン6F
（現在のビルの3Fから6Fに移転しました）

● 鎌倉統括院長（座長）
 ●「溶ける糸でここまで出来る!!リフトアップと鼻の形成」
 ●「新時代のトータルフェイシャルトリートメント-さらなる
     進化を遂げる注入治療-」 
 ●「他院修正・unfavorable resultsのrecovery shots」 
● 東京院 伊藤院長 「PRPによるシワたるみ治療」 
● 札幌院 前多院長
 ●「鼻翼縮小術+α法」 ●「鼻尖形成：私の治療方針」 
● 東京院 牧野副院長
   「全層切開式口角挙上術を中心とした口唇形成」 
● 広島院 中辻院長 「眼瞼の機能解剖に基づいた重瞼術
 ～美しい眼を求めて」 
● 大阪院 寺町院長 「ショートスレッドとロングスレッドによ
   るリフトアップ治療～スレッドの使い分けとコンビネーション
     治療について～」 

LINEのお友だちになるとイイコトたくさん！

Step1
Step2

Step3

5月26、27日に第109回日本美容外
科学会がANAインターコンチネンタ
ルホテル東京にて開催され、当院
全ドクターが参加しました。「匠の技
を学ぶ、見る、魅せる」をテーマにさ
まざまなプログラムが開催され、鎌
倉統括院長を始め、札幌院 前多院
長、東京院 伊藤院長、東京院 牧野
副院長、大阪院 寺町院長、広島院 
中辻院長が発表を行いました。

NEWS

Salon de

Mieux
聖心の活動＆
新着情報のご案内

聖心美容クリニック広島院は2021年8月1日
に拡大移転リニューアルいたしました。これま
で半個室だった待合は完全個室となり、より
一層プライバシーが守られる空間となりました。
全室除菌装置の設置や、24時間換気システ
ムなどの感染対策も万全です。ぜひ、新しくなっ
た広島院へご来院をお待ちしています。

広島院が拡大移転
リニューアルしました！ INFO

新着情報のお知らせ

梅田剛医師出演の、「とことん真面目に」美容のお悩みにアドバイ
スする動画シリーズの第二弾・第三弾の動画が公開されました。
第二弾はたるみ治療で人気のハイフ治療についてのQ&Aに回
答。第三弾では梅田医師自らがハイフ治療マシン「ウルトラセルQ
プラス」を体験！ ハイフって何？と疑問をお持ちの方もハイフ治療を
検討している方も、必見の内容となっています！ ぜひご覧ください。

https://youtu.be/
ydFybZ3DEzU

INFO
Special Dr.梅田の新しいYouTube動画がUP！

Dr.梅田のとことん真面目に美容談義

新住所

当院医師発表内容

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

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

「共生の家」では現在12名の
子供たちが生活中！

第109回日本美容外科
学会に参加

2021年6月18日に東京にて、ドクターの院内勉強会「第1
回 聖心美容塾」が全国8院とオンラインでつないで開催さ
れました。聖心美容塾はドクター同士の情報交換、施術知
識や技術力向上を目的としており定期的に開催されます。
第1回目は「鼻」をテーマに東京院の牧野副院長がモデ
レーターを務め 、鼻手術症例のアセスメントと術式の選択
について、実際の症例をもとにどの術式が美しい鼻になる
かなど、活発な
ディスカッショ
ンが行われま
した。

●  シミ・そばかすへの効果：シミの原因となるメ
ラニンを除去し、シミ・そばかすを徐々に改善。

● 赤ら顔の改善効果：毛細血管に作用し熱を与
えることで、赤ら顔を改善。

●  コラーゲンの増加作用：コラーゲン生成を促
し、肌のハリを改善。

波長の異なる9種類のフィルターを使い分け、さまざまな肌
トラブルを改善する、最新の光治療（IPL）マシンです。痛
みやダウンタイムがほとんどなく、手軽にお受けいただけま
す。主に以下の３つの作用を発揮します。

第1回聖心美容塾を開催

セレックV新導入

Point 3.

画面下の「LINE予約」ボタンから、表示さ
れる質問に沿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。

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！

クリニックの
QRコードを読み込むだけ！

Point1.

Point 2.

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。

簡単電話問合せ

Point
4. 聖心LINEショップカード「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！

QRコード
から

登録方法は
3パターン！Check

!

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

手軽にご予約を
お取りできます

※熱海院、広島院、福岡院導入済み。順次全院導入予定です。
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