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さらなる美肌へ
「セレックV」導入

Beauty Menu Line-up

冬のご褒美ケア
大切なイベント前に

特別な日のコスメ

Revox™7（リボックスセブン）

塗った瞬間、ふっくら透明感のある唇へ

即効性と継続的効果は
まるで“塗るボトックス”  

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

年末年始、大切な人に会う日に、より美しい自分でいるために。
即効性のある2つのコスメと、今から始めて1ヶ月（4週間）の集中エイジングケアクリームをご紹介します。

透明なジェルを塗るだけで、7つの水溶性
ペプチドが7つの表情ジワ（目尻、額、ほうれ
い線、口元、眉間、マリオネットライン、鼻筋）に
アプローチ。効果は約15分で現れ、ピンと
張った肌が約12時間持続します。継続
使用することでコラーゲン生成を促進し、
小ジワの減少も期待できます。コスメ感覚で
使用でき、その上からメイクも可能。

1本（15㎖）1万7,800円（税込1万9,580円）

ベイビーリッププランパーR＋
熱海院院長 小林美幸医師監修の唇専用美容液。エイジングケア成分
「レチノール」を配合して唇をプランプ（ふっくら）させ、さらにシワやくすみ・
シミのケアも可能に。また瞬時にボリュームアップすると同時に、ふっくら
感を持続させる成分を配合することで、より効果が長続き。刺激や香りが
少ない安心の日本製です。クリアは寝る前の唇ケアにも。

1本（6.5㎖） 5,800円（税込6,380円）

特別な日のための特別なコスメ

お出かけ中でもボリュームアップ!

とっておき
の

エイジング
ケア！

お出かけ前にひと塗り！

ロート製薬の再生医療研究所から生まれた、
幹細胞培養上清を含んだ美容クリーム。
培養上清由来の加水分解物が肌に潤いを
与え、乾燥による小ジワ、肌のハリ、ほうれい線などを
改善。単体でも効果を期待できますが、当院ではトレチ
ノインとの併用や、光治療後のホームケアとしても
おすすめしています。

1箱4本（8g×4本）3万円（税込3万3,000円）

ステムサイエンスM.D.

幹細胞コスメで、
肌の内側からハリと潤いを再生



C
ellec V

セレックVは、肌のさまざまな層に
届く複数の波長の光を使う光
（IPL）治療マシンです。お悩みに
合わせたフィルターを選択すること
で、一人ひとりの肌に合わせた“オ
リジナル”の治療が可能となり、よ
り高い美肌効果が期待できます。
今回の導入にあたり、複数の光治
療マシンを比較しました。当院が
長らく使用してきたライムライトや
知名度の高いM22も素晴らしいマ
シンで、特に茶色の色素にはとて
もよいのですが、赤みに対して飛
び抜けてよかったのがセレックV。
照射1回でも赤みへの高い効果が

ありました。さらにパルス幅の設定
も自由度がいちばん高く、大きな
可能性を感じます。

セレックVは全体的にくすみやシミ
を治療し、肌質もよくしてアンチエ
イジング効果も期待できるため、
顔全体をきれいにしたい人には絶
対におすすめです。
私の治療ではまずはセレックVで顔
全体をきれいにして、残ったシミを
レーザーで個別に治療していきま
す。どうしても気になるシミの場合
は先にレーザーをすることもありま
す。ライムライトでもよいですが、さ
らにセレックVで残った赤いくすみ

も消すと、肌の透明感が増します。

セレックVはダウンタイムがないた
め、忙しい方でも安心して受けら
れます。ただ通常のナース処置で
はなく私が処置する場合は、患者
さまの皮膚を見ながら最大限の効
果を目指してしっかり照射するの
で、正直少し痛いかもしれません。
またセレックVは安全性を保つた
め、照射を続けていくうちに設定温
度より高くなってしまうと、再び設
定温度まで下がらない限り次の光
が出ないシステムになっています。
そのためやけどなどの心配なく安
心して治療を受けていただけます。

いろいろな治療をしてきて、もはや
治療することはないようなきれいな
肌に照射しても、さらに美肌にな
れる！ というのもセレックVの特長
です。熱海院のスタッフが体験し
ましたが、全員、1回の照射で透
明感が増しました。

最先端の技術でさらなる美肌へ導く

最大の効果を安定して出すために聖心のこだわりと工夫

1台で肌の複数のお悩みを治療できる「セレックV」。当院では今後、ライムライトに
代わって光治療の主軸になるマシンとして全院に導入を完了しました。

今回はセレックV導入にあたりさまざまなテスト・検証を行い
当院独自のプロトコルを開発した、小林院長にお話を聞きました。

セレックVは幅広い波長をカバーする9種類のフィルターがあります。スキンタイプやターゲット（症状）に
応じてフィルターを組み合わせることで、自分仕様の美肌治療が実現します。
当院では、その中の4種類のフィルターを中心に使用して効果的な治療をしていきます。特に特徴的な
のが530Dという赤みの治療に特化したフィルターです（下図）。D＝デュアル、つまり2つの波長（530～
650nm/900～1200nm）があるため、浅い層にある血管にも深い層にある血管にも届いて、皮膚全体
の赤みを軽減し、透明感をアップさせることが期待できます。
セレックV導入にあたっては、熱海院
の小林院長が、ライムライトで得た
経験と知識をもとに、メーカーの方と
一緒に両方の機械で繰り返し試験
照射を実施。検討を重ねた結果、
もっとも効果的で安全、そして聖心
でのライムライトの効果を上回ること
が期待できる聖心独自のプロトコル
を作り上げました。全国どの院でも
それに沿った治療を行います。

従来のマシンを超える効果と、安全性を両立
セレックVは、ヘモグロビン・メラニンに高い吸収特性をもつ波長帯（420nm～1200nm）をター
ゲットにした、人気の光治療を牽引する最新マシン。高い安全性と、「シミ、そばかす」「赤ら顔」の

改善や「肌全体のトーンアップ」「コラーゲン増加によるハリUP」という効果を両立した設計で、
従来のマシンにはない幅広い治療が1台で行えます。

セレックV

Beautiful skin

料
金

セレックV 全顔  1回2万8,000円（税込3万800円）  3回8万640円（税込8万8,704円）  5回12万8,800円（税込14万1,680円）
全顔  1回3万6,000円（税込3万9,600円）  3回10万3,680円（税込11万4,048円）  5回16万5,600円（税込18万2,160円）※小林院長施術の場合

さまざまなお悩みを改善、
特に「赤み」に強い

レーザーとの併用で
効果アップ！

ダウンタイムがなく
安全性も高い設計

きれいな肌を
さらに美しく

熱海院院長 兼
美容皮膚科指導医長 
小林 美幸 医師

AfterBefore

20代女性。1回照射後2週間。1回の照射でもそばかすが改善しています。

30代女性。1回照射後2ヶ月。元 き々れいなお肌でしたが赤みが消え、透明感がアップしました。

AfterBefore

光治療マシン「セレックV」新導入！
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心臓血管外科などで用いられる
効果な医療用縫合糸PVDFを採
用。刺通性の良さ＆組織ダメージ
の軽減を実現した両端針は、当
院専用の特注品です。

冬休みを利用してお受けいただける目や鼻の施術、

若返り治療に光治療など、ご褒美メニューをご紹介！

組み合わせ治療で
理想の目もとへ

料
金

20代女性。術後1ヶ月。切開法で二重ラインが華やかになり、蒙古ひだが
被さっていたところには目頭切開を行いました。目の幅も広がり印象UP。

※下の方とは別の症例です。

はっきりとした二重ラインをご希望の方におすすめ
なのが、目の上の余分な皮膚を取り除くことで二重
のラインをデザインする二重切開法です。まぶたが
厚い方や幅広の平行型二重ラインをご希望の方に
適していて、半永久的な効果がありデザインの自由
度が高い施術です。また二重切開法に加え目頭切
開を行って目の横幅を広げ、蒙古ひだを取り除くこ
とにより、さらにあか抜けた印象の目もとを実現でき
ます。目もとの印象は1mm単位で印象が変わるた
め、当院ではわずかな変化でのご要望にもお応え
します。

二重切開法 ＋ 目頭切開

目頭切開で蒙古ひだを解消

蒙古ひだとは目頭にかぶさる皮膚のひだのことで、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（目
と目の距離を狭めたくない方には目上切開が適応です）。

二重切開法　両側 30万円（税込33万円）
目頭切開　20万円（税込22万円）

AfterBefore

切らずに目もとを
華やかな印象に

料
金

20代女性。術後1ヶ月。重たい一重まぶたでしたが、自然な平行二重に
なりました。メイクが楽しくなるような「映える」華やか目もとに。

術直後（※個人差あり）
メスを使わず、まぶたを医療用の糸で留めて二重ま
ぶたをつくる人気の施術 “埋没法”。なかでも糸や
針、麻酔や縫い方など細部にまでこだわり、腫れに
くさをとことん追求したのが当院オリジナルのマイク
ロメソッド＋αです。術前カウンセリングでは綿密な
イメージシミュレーションにより、ご希望の仕上がり
ラインを確認。医師が顔全体のバランスを見ながら
的確なアドバイスをいたします。また従来法より内出
血などダウンタイムが少ないため、長いお休みが取
れない方でもお受けいただけます。

こだわりの糸と針で腫れを最小限に

ご希望の鼻先の変化幅や鼻先の支持力（Tip supporting 
structureなど）などを確認して手術の適応を判断します。

鼻内法もしくはOPEN法で大鼻翼軟骨を展開し、中間脚の広
がりのタイプを確認します。このタイプに合わせて左右の大鼻
翼軟骨を縫合し鼻先を細くします（鼻尖縮小術）。
アジア人の場合は、軟部組織（Nasal envelope）が厚いこと
が多く、その場合は軟部組織の処理もしますが、鼻尖縮小術
のみでは変化がでにくいため、鼻尖形成術（耳介軟骨移植）を
併用することが多いです。
耳介軟骨を1枚もしくは数枚を大鼻翼軟骨の上に載せ鼻先を
高くします（Onlay graft、Shield graftなど）。
その際、鼻先の支持力の補強のために鼻柱支柱移植
（Columellar strut graft）を行うこともあります。
この様にして自然で高いお鼻を形成します。
（支持力が弱い場合や鼻先をしっかりシャープに高くするため
には鼻中隔延長が必要となります）

鼻翼の広がりもある場合には小鼻縮小術も
併用するとさらに形態が整います。

AfterBefore

マイクロメソッド＋αアルファ

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

マイクロメソッド＋α
（PVDF糸）  

複合手術で、すっきりシャープな理想の鼻に

20代女性。術後1週間。少しドロップし鼻先が平らになっていまし
たが、細く高くし、鼻翼の幅も自然に狭くなっています。

シャープな鼻先にしたい、小鼻の張り出しを抑えた
いなど、鼻全体の形を整えて理想の鼻を実現する
ためには、複数の手術を組み合わせて行います。
「鼻尖縮小」は、鼻先から小鼻への形をつくる軟骨
（大鼻翼軟骨）を縫い寄せることで小鼻の幅を狭く
し、鼻先をシャープに高くする施術です。丸く大きく
見える団子鼻をすっきり見せ、鼻の穴の中のみの
切開（鼻内法）を行うことで傷跡を外から見えなく
することもできます。しかし大鼻翼軟骨が小さいた
め縫い止めるだけではあまり変化を感じない…。そ
んな場合は、ご自分の耳の軟骨を鼻先に移植する
「鼻尖形成（耳介軟骨移植）」を同時に行って鼻先
にボリュームを出すことにより、鼻先を自然に高く細
くすることができます。小鼻の広がりが大きい場合
は、小鼻の付け根を一部取り除く「小鼻縮小」の併
用で、さらにすっきりと整えられます。この手術も、
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。

AfterBefore

鼻尖縮小 ＋ 鼻尖形成（耳介軟骨移植） ＋ 小鼻縮小

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大鼻翼軟骨を縫い寄せる

鼻尖縮小

小鼻縮小

鼻尖形成

料
金

鼻尖縮小+鼻尖形成（耳介軟骨移植）+小鼻縮小
80万円（税込88万円）

東京院 牧野副院長が解説します

この冬、自分に「きれい」   をプレゼント

Nose

LINE-UP

Beauty
Menu

Eye

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

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

「鼻の複合施術」をもっと詳しく！
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人気施術のダーマペンを超える！
トリプル効果の美肌マシン

料
金

50代女性。術後1ヶ月。目の下から頬にかけて毛穴が縦につながり、小
ジワが目立っていたのが改善されています。

肝斑、ニキビ跡、小ジワなどさまざまな肌悩みに対応
できる総合美肌マシン。真皮層に直接RF（ラジオ
波）の熱刺激を与え、ボリュームアップ＆
引き締め効果。さらに薬剤を高浸透させ
る「ドラッグデリバリーシステム」で治療
効果をいっそう高めます。従来マシンに
比べ痛みが少ないこともポイントです。

POTENZA（ポテンツァ）

ウルトラセル Qプラス

薬剤導入でさらに効果アップ！

RF照射と同時に薬剤を導入する「薬剤
導入プラン」では、肌再生・美白・潤いな
どお肌の悩みに応じた薬剤をご用意。
小ジワや肌のハリ、毛穴が気になる方は
オプションでボトックスも選べます。

AfterBefore

ドクター施術のハイフで
たるみを改善

料
金

30代女性。術後1週間。たるみの改善はもちろんのこと、お顔が一回り
小さくなり、顎やフェイスラインがすっきりとしました。

切らないたるみ治療として話題のハイフを使ったマシ
ン治療。当院ではウルトラセルQプラスというマシンを
使用しています。HIFU（高密度焦点式超音波）という1
点に集中させた超音波を使い、肌の深くにあるSMAS
層に熱エネルギーを与えることでフェイスラインを
ぎゅっと引き締め、それと同時にコラーゲンが産生され
肌のハリも向上。2段階効果で若返り効果を期待でき
ます。当院では解剖学を理解したドクターが
施術をしますので、効果を最大限に発揮し
た治療をお受けいただけます。ダウンタイム
はほぼなし。たるみの早期治療にピッタリの、
エステ感覚でお受けいただける治療です。

HIFUテクノロジーとは？

AfterBefore

料
金

40代女性。術後2年。目の下のクマ、ほうれい線を治療しました。長期に
渡り効果が持続するのもこの治療法の特徴。シワが改善されるととも
に、肌質も向上しハリのある若 し々い肌に。

AfterBefore

30代女性。術後3ヶ月。頬のこけ、こめかみの凹みと加齢による輪郭の変
化にもプレミアムPRP皮膚再生療法が有効。リフト効果のある注入法を
用いて凸凹を改善しました。

AfterBefore

効果的で安心な
エイジングケア

ご自身の血液中に含まれる血小板を利用して、あら
ゆるシワや凹みを改善する若返り治療です。目の下
や頬、ほうれい線など気になる部分に注入するだ
け。成長因子を用いて肌の細胞を活性化させ組織
そのものを増やすため仕上がりが自然で、ご自身の
血液を使うため安心して受けられるのも大きなメ
リットです。また効果は3年以上持続し、5年、7年以
上効果を実感しているという方も。再生医療に力を
注ぐ当院では、研究を重ねて独自の手法を確立。膨
らみすぎやしこりの
リスクを減らすこと
にも成功し、幅広い
年代の方に支持さ
れる人気No.1の施
術となっています。

成長因子を添加するメリット

PRPのみの注入の場合、浅いシワには有効ですが、深
いシワやくぼみの改善は困難です。しかしPRPに適量
の成長因子を加えることで幅広い症状の改善が可能に
なります。添加する成長因子の量が多すぎると膨らみす
ぎる可能性もありますが、当院では独自の注入メソッド
と、0.001mlまでの
微量の液体を測り
取れるマイクロピ
ペットで最適量を細
かく配合調整するこ
とによりコントロール
しています。

手の甲

おでこ

眉間

頬

鼻下

目の下

首

インディアン
ライン

ほうれい線マリオネット
ライン

適応部位

プレミアムPRP皮膚再生療法

プレミアムPRP皮膚再生療法

こめかみ（両側）・目の下（両側）・ほうれい線など
29万円（税込31万9,000円）　

額・首・頬（範囲による） 2cc 29万円（税込31万9,000円）
3cc 36万円（税込39万6,000円） 4cc 43万円（税込47万3,000円）　　

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）　

顔または首１回 18万円（税込19万8,000円）
2回目以降 16万5,000円（税込18万1,500円）

薬剤導入の場合  +1万5,000円（税込1万6,500円）～

POTENZA（ポテンツァ）

トリプル効果で若返り！

ニードルで皮膚
に損傷を与え
コラーゲン生成

真皮層にダイレ
クト照射し毛穴
を引き締め！

薬剤を皮膚に
導入して美肌
効果アップ！

創傷治癒1 RF照射2 薬剤導入3

Skin

※2021年10月時点※PRS （November 2015
volume 136 Issue5）

当院1番人気の
施術！

症例数

突破！
件64,000

※

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

この冬、自分に     「きれい」をプレゼント
LINE-UP

Beauty
Menu

Anti
aging

06 07



執刀した伊藤院長より
まぶたのたるみがあったので眉下リフトではしっかりまぶたの皮膚を
切りました。目がぱっちりとして眉毛もあがらなくなりましたね。またプ
レミアムPRPを顔全体に注入しましたので顔の引き締め効果が出て
います。元々鼻が高いのでG-Meshは控えめな変化です。

「若返り治療してみました！」 REPORT

聖心で人気の
5施術！

寺町院長のコンセプトは「アラフィフ男性が若返り治療でどこまで若返るか」。
目をぱっちりさせる「マイクロメソッド＋α」と「眉下リフト」、シワやクマ・凹みを
改善する「プレミアムPRP皮膚再生療法」、切らずに鼻筋を通す「G-Mesh」、
フェイスラインが引き締まる今話題のハイフ治療「ウルトラセルQプラス」。
この5つの治療を経過写真＆感想でドクター自らレポートします！

スタッフの声

大阪院
寺町 英明院長

年齢とともにたるみなどにより
目が小さくなったのが気に
なってきたので、他の施術も
一緒に受けて若返りを図ろうと

思いました。

眉下リフトの傷以外は
腫れも痛みもあまり
なく、メガネをかけて
普通に診察もしました。

アザが出てきました。
紫苓湯（サイレイトウ）と

治打撲一方（ヂダボクイッポウ）を
飲んで腫れがはやく
ひくようにしました。

患者さまから一層
イケメンになった
とのお声が多数！

腫れ
やア
ザも

だい
ぶひ
いて

きま
した
。

目元がよりはっきり
して、掘りが深く
外国人みたい！

精悍な眼差しに
なり、凛 し々く
なられた！

眉下リフトの傷跡も目立たなくなり、
周囲からも評判がよく、
とても満足しています。

Before

After

「シゴト×ジブン」#5

美肌へのこだわり、美容医療へのこだわり。

仕事へのまっすぐな姿勢と

その合間の癒やしタイムについて、

ふたりの院長に伺いました。

Doctor’s
Room
�eme

群馬県出身。東京女子医科大学医学部卒業。美容皮膚科指導
医として患者さまやスタッフからの信頼も厚く、選び抜かれた光治
療マシンや監修したコスメが人気。診療では「やりすぎないスキン
ケア」をモットーとし、自らノーファンデーション主義を貫いている。

美容外科医になってよかったことは？

医学部時代から美容外科医を目指し、そ
のために形成外科専門医を取得。念願
の美容外科医になれたので、まさに天職。

美容皮膚科医になってよかったことは?

美容目的だけではなく皮膚を診ることが好き。 
どうしたらこの肌がきれいになるかを考え治
療できる毎日がとても楽しく、美容皮膚科医
になってよかったといつも感じています。

自分を癒やしてくれるものはなんですか？

ブログなどを書き終えたあとの一人呑みの時間
（深夜0:00～2:00）。またオペや処置が会心の
出来だった時や、新たに画期的な術式や治療法
を発見した時は、気分がリフレッシュされますね。

若 し々くいるため、また健康をキープ
するためにしていることはありますか？

日焼けせず、治療やスキンケアをやりすぎない
こと。健康のために特別なことはしていません
が、たとえば日焼けなど、身体に悪いことは心
と体にインプットされているためあまりしません。

09

熱海院 小林 美幸

北海道出身。国立旭川医科大学卒業。最良の治療方法を日々追求し、こだわ
り抜いた技術で患者さまに力を注ぐ聖心随一の職人気質ドクター。その技術
と経験の成果である症例写真は多くの患者さまや医師の支持を集めている。

札幌院 前多 一彦 院長

File.9

File.10最近印象に残っているご自身の施術
または治療はなんですか？

Q1

Q3

未来の美容医療は、どんなイメージですか？

最近思うのは「未来の美容医療なんて分から
ない」ということ。ただ日々の診療に真剣に向き
合い、自らのスキルを磨いていけば、未来の美
容医療に少なからず貢献できるかもしれない。

Q5

Q2

Q2

Q4

札幌院で生まれた6種類の「+α法」始め、日々すべてのオ
ペや処置で検討と改良を加えているので、ほぼ全部です。

最近印象に残っているご自身の施術
または治療はなんですか？

ライムライトにかわる光治療器として
セレックVを導入。ライムライトできれいに
なった肌が、セレックVでさらに透明感のある
肌になります。これから施術していくのが楽しみです。

Q1

診療をしていて嬉しいと感じた
エピソードはありますか？

私をスキンケアの主治医として信頼してくれる患
者さまがたくさんいます。皮膚を診ればきちんとス
キンケアされているとわかるので、何も言われな
くても信頼されているんだとわかり嬉しくなります。

Q3

ご自身にとって、一番いい
リフレッシュ方法はなんですか?

マッサージに行く、美味しいものを食べる、
犬と触れ合う。特に犬には癒やされます。

Q5

仕事面ではあり過ぎて書き切れな
い。プライベートでは全くなし。でも
十数年撮りためたこだわりの「症例
写真」は大切な宝物です。

Q4 こだわっているものはありますか？

院長
兼 美容皮膚科指導医長

東京院 伊藤院長と
梅山先生に

執刀してもらいました。
音楽を聴きながら
あっという間に終了。

施術当日

そして2ヶ月後…

翌日

6日目

16日目

寺町院長の
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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

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

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！

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。

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

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

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。

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

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

新規患者さま向け

9月30日（木）、10月1日（金）に第44回日本美容外科学
会が大阪府のナレッジキャピタル コングレコンベンショ
ンセンターにて開催され、当院ドクターが参加しました。「美容医学への
道-道-」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
はじめ、札幌院 前多院長、大阪院 寺町院長が発表を行いました。

NEWS

グリコール酸など5つの角質ケア成分
や精油、整肌成分を配合した泡タイプ
のクレンジング洗顔料です。洗顔時に
皮脂やメイク汚れとともに古い角質を
スッキリと洗い流してくれます。
「摩擦ゼロ」を目指した洗顔
料で、弾力のあるきめ細かい
泡が肌への摩擦を最小限に
抑えます。レーザーや光治療
を受けたお肌にもおすすめ。

1本（200㎖） 3,600円（税込3,960円）

11月9日（火）に「札幌コレクション2021 ONLINE WINTER 
Edition」が宮の森フランセス教会にて開催されました。札幌
コレクションは、アパレル、ビューティーに関わる人たちが活躍
できる場を作り、札幌のファッションマーケットを活性化させる
ことを目的として、今回で通算14回めの開催となりました。
聖心美容クリニックステージでは、トレンディエンジェルの斎藤
司さんがMCを務め、人気eggモデルの伊藤桃々さん、ライブ
配信プラットフォーム「ミクチャ」のオーディションを勝ち抜いた3
名の女性ライバーが当院のユニフォームを着て笑顔でランウェ
イを歩きました。さらに、小林美幸医師がステージトークに出
演し、当院のPRを行いました。

札幌コレクションに
当院が協賛しました

新着情報のお知らせ

INFO
Special

当院医師発表内容

第44回日本美容外科
学会に参加

2021年9月21日（火）に東京院にて、ドクター
の院内勉強会「第2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
催されています。第2回目は「鼻」のライブサー
ジェリーを行い、東京院の牧野副院長が執刀
医として解説を行いながらオペを行いました。

成長ホルモン放出ペプチド（GHRP
-2）を主成分とした、体が作り出す
生理的成長ホルモンを増やすこと
を目的とした医薬品です。老化し
た細胞を効率よく取り除き、新たな
細胞再生を促すことで、若く瑞々
しい細胞を取り戻してくれる効果
があります。

第2回聖心美容塾の
ライブサージェリーを開催

アミノ酸ペプチド複合剤
「GHRP2PRO」導入

エッジワンは、5つの照射モードでほ
くろやイボ治療はもちろん、リジュビ
ネーションやニキビ痕などのフラク
ショナルレーザー治療
も可能な炭酸ガスレー
ザーです。照射時間が
非常に短く、小さな
ターゲットのみをピン
ポイントに除去するこ
とができます。

炭酸ガスレーザー
熱海院限定導入

60錠 2万4,800円
（税込2万7,280円）

全顔 1回 7万円
（税込7万7,000円）

※「GHRP2PRO」は、「ネオ
エイジング用 GHRP-2複
合剤（セルアクチン）」と同様
の成分・効果です。

ピーリング洗顔料
「プラスリストアクレンジング
ソープ泡ピールケア」導入

● 鎌倉統括院長  「脂肪注入による豊胸術－合併症の発生と対策、注入方法－」
● 札幌院 前多院長 「局所解剖に基づいた眼瞼の手術」 
● 大阪院 寺町院長、鎌倉統括院長  「スレッドリフトによる効果的なリフトアップ
    （コンビネーション治療を含めて）」
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