
ビタミンなど8種類の成分を
配合したベーシック版

ビタミンCを強化し、美白・美肌に
効果的な成分をプラス

美肌成分にプラスして、疲労感の
解消や代謝を高める成分を強化

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

内服して腸で吸収されてはじめて体に届くサプリに比べ、ビタミン
注射は成分がダイレクトに血管に入るので効率的です。
一般的なビタミン注射にはビタミンB1だけのものもありますが、聖
心のビタミン注射はビタミンB1＋有効成分を多く配合した、かなり
進化したもの。私もすごく疲れたときに打ったら一発で元気を回復
できました。美容目的なら定期的に打つのがおすすめです。

1回 4,000円（税込4,400円） 1回 4,500円（税込4,950円）

10回コース 一律4万5,000円（税込4万9,500円）
1回 5,500円（税込6,050円）

疲労回復 美白・美肌 プレミアムブレンド

効果・効能プレミアムプラセンタとは、胎児と母体をつなぐ「胎盤（ヒトプラセン
タ）」と「臍帯成分（へその緒）」が含まれた製剤の注射です。通常の
プラセンタの約100倍の含有量があり、シミ・シワ・くすみなどを改善
する「アンチエイジング効果」に加え「健康」効果も期待できます。

聖心のビタミン注射は、肌のハリや小ジワを防ぐビタミン
C、糖質の代謝を促進するビタミンB群など有効成分を
たっぷり配合。美肌や疲労回復、ストレス解消などをサ
ポートします。目的に合わせた3種類からお選びください。

1 2 3

5ml 6万円（税込6万6,000円）  10ml 10万円（税込11万円）

● 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

美容に疲労回復に！ 進化した ビタミン注射

アンチエイジングに健康にプレミアムプラセンタ

サプリを飲んでいるけれど効果がわからない
疲れがひどい　　食事できちんとビタミンが摂れていない
肌荒れがなかなか改善しない

こんな方におすすめ ！

にんにく注射から
より良いものを
厳選してリニューアル！

感染症検査済みの

国内の胎盤を使って

いるから安心！

美人度アップ、アンチエイジングにも

「鼻の下が長い」お悩みを解決

明日はもっと美しい［ミュウ］
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聖心PRPストーリー

「安全な若返り治療を
確立するまで」

小林 美幸 医師
熱海院院長 兼
美容皮膚科指導医長 

Beauty Menu Line-up

気軽で効果的にキレイを磨く！

有効成分たっぷりの注射で

美容と健康を内側からサポート

疲れたときの
救世主です！

最高峰menu
※近日開始

小林院長も効果を実感！



自分の血液を使ってあらゆるシワや凹みを改善する若返り注射「プレミアムPRP皮膚再生療法」は、

聖心を代表する人気治療です。PRP治療誕生時の第１世代から改良を重ね、

現在はより効果的で安全性の高い第４世代に入っています。

この治療がどのように生まれ、育ち、確立されたのか。その道のりをご紹介いたします。

PRPのみを注入すると浅いシワには有効ですが、深いシワや凹みの
改善は困難です。しかしPRPに適量の成長因子（FGF）を添加する
ことで効果が上がり、幅広い症状の改善が可能になります。また一
般的に成長因子は年齢とともに分泌量が
徐々に減少して細胞の活性が衰え、肌の老
化が進んでいきます。そのため外から成長
因子を補充することで、年齢の高い方でも
症状の改善を効率的に図ることができます。

高品質で安心な
「プレミアムPRP皮膚再生療法」が
できるまで

特集 聖心のPRPストーリー

成長因子を添加するメリット

ご自身の血液から抽出した血小板を多く含む成分（PRP）は、細胞
の活性化や創傷治癒の促進などのさまざまな働きをする「成長因子」
を放出しています。これらの成分を加齢症状が気になる部分に注射
することで、肌内部のコラーゲン生成が活性化されシワ・くぼみが改
善できるのです。

コラーゲン生成の鍵は「成長因子」

組織修復
コラーゲン・ヒアルロン酸産生

細胞増殖、血管の新生・修復
コラーゲン産生

血管内皮細胞の増殖・新生

上皮細胞・血管内皮膚の
増殖・新生、
創傷治癒の促進

上皮細胞の成長促進、
血管新生、創傷治癒の促進

PRPが放出する成長因子

PRP
（血小板）

FGF EGF

VEGT

TGF-βPDGF

Seishin ”PRP ” St�y

リスクを極限まで抑えた聖心独自
のメソッドが確立されています。
その一方で、日本ではなく海外の
論文でPRP治療の是非を問おう
と考え、論文を書き上げ形成外
科のトップジャーナルPRSに投
稿。狭き門で知られるこの雑誌
に2015年に掲載され、翌年には
栄誉あるベストペーパーアワード
2016を受賞しました。
この受賞により当院の治療データ
から検証された安全性と有効性が
認められ、プレミアムPRP皮膚再
生療法が世界レベルで高い評価
を得たと考えています。反対の声
も、次第に少なくなっていきました。

聖心では医師たちにPRPの教育
をしっかりと行うことで、すべての
患者さまに効果を実感していただ
ける高いレベルの治療をご提供し
ています。しかし医師たちはそこ
にとどまらず、その先のレベルに
到達することを目指し、各自が日々
の診療で経験を積み重ね、技術
をアップデートし続けています。
それぞれが築いた上質のメソッド
を持つ医師が集まって、今の「聖
心PRPチーム」ができています。

そもそもPRPとはPlatelet-Rich 
Plasma（多血小板血漿）の略
で、その名の通り血液中の「血小
板」を多く含んだ成分です。血小
板には出血を止めたり、体の細
胞を若返らせる成長因子を放出
するなどの機能があります。この
機能を活用するPRP治療は歯科
領域で先に行われていました。
そして2000年代に入った頃、数
社のメーカーがPRPを効率よく抽
出するキットを作ったことで美容
領域でのPRP治療がスタート。
これがPRPの第1世代です。
聖心でもこの第1世代のはじまりと
同時にPRP注入治療をはじめま
した。それまではシワやくぼみの

治療といえばヒアルロン酸やコ
ラーゲンでした。しかしどちらも
異物でアレルギー反応を起こす可
能性があり、ヒアルロン酸は塞栓
症のリスクもあります。PRPは自
分の血液を使うので安心というこ
とから、雑誌などで知った感度の
高い患者さまが治療を受けてくだ
さいました。しかしすべての人に
期待していたほどの効果があるわ
けではなく、効果をあまり感じられ
ない患者さまもいらっしゃいまし
た。

その状況を打破したのが「成長
因子（FGF）」の添加です。血小
板に含まれる成長因子のひとつ
であるFGFには、組織を修復しコ
ラーゲンやヒアルロン酸を再生さ
せる機能があります。血小板に
はもともといろいろな成長因子が
含まれていますが、さらに適量の
FGFを加えると効果が向上すると

いうことがわかってきました。そこ
で聖心では成長因子（FGF）添
加のPRP治療を2007年にスター
ト。はっきりと効果が上がって爆
発的に患者さまも増えました。
また成長因子の効果の研究と同
時期に、血小板の濃度の調整に
も着手。ただ濃ければよいという
わけではなく、もっとも効果的な
濃度を求めて研究・調整を重ね、
現在最適と考えられる「血小板の
濃縮率6～10倍程度」という数値
にたどり着きました。

成長因子（FGF）添加には反対
の声もありました。膨らみすぎや
しこりのリスクがあるという意見で
す。そのような逆風を克服するた
めに、聖心ではひたすら症例数を
重ね成長因子の適正量や注入技
術のノウハウを蓄積し、安全性の
向上を追求。そして症例数が
68,000件を突破した現在では、

膨大な症例数と研究、
論文発表で安全性を証明
膨大な症例数と研究、
論文発表で安全性を証明

成長因子の添加で
効果も患者さまも激増！
成長因子の添加で
効果も患者さまも激増！

すべての医師が
さらなる高みを目指して
すべての医師が
さらなる高みを目指して

1
Column

2
Column

3年以上効果が持続
しこり・膨らみすぎを
限りなくゼロへ

PRP抽出キットの使用で
広まった、マニュアル化さ
れたPRP治療。美容に詳
しい女性の話題に。

PRP治療のあゆみPRP治療のあゆみ

より効果的で安全な
第4世代へ

より効果的で安全な
第4世代へ

第1世代第1世代

PRP療法
（リジェンACR療法）
PRP療法

（リジェンACR療法）

抽出されたPRPに適量の
白血球を高濃度に濃縮及
び配合したものを注入す
る治療。※当院のNew-PRP皮
膚再生療法にあたります。細かい
ちりめんジワの治療に最適です。

第2世代第2世代

セルリバイブ
（W-PRP療法）
セルリバイブ

（W-PRP療法）

血液から採取し濃縮した
PRPに対し、成長因子
（FGF）を添加し効果を安
定させた治療。効果が上
がり、多くの患者さまに治
療が広まる。

第3世代第3世代

セルリバイブジータ
（細胞成長因子添加
  W-PRP療法）

セルリバイブジータ
（細胞成長因子添加
  W-PRP療法）

第3世代のセルリバイブ
ジータをさらに効果安定
化させ最適化。経験・技
術力・データの上に確立
した聖心独自のメソッドに
より、患者さまに支持され
る聖心の人気治療へ。

第4世代第4世代

プレミアムPRP
皮膚再生療法
プレミアムPRP
皮膚再生療法

抽出キットの登場で
はじまった第１世代
抽出キットの登場で
はじまった第１世代
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最近は男性の患者さまも増えており、特に50歳
前後、私と同世代の方が多いです。男性の美容
に対する意識が高まっており、私も良い刺激を受
けています。プレミアムPRPはあらゆる部位の若
返りを図ることができ、しかも処置時間もダウン
タイムも短く、手軽に受けられるのも魅力です。

プレミアムPRPの特長の一つが長期持続。5年前
に処置した患者さまが、以前のお写真を見て「い
や～先生、前の写真は出さないで。」みたいなこと
はよくあります（笑）。またコラーゲンを生成して痩
せた部分にハリ感を出してくれるので、シワに加
え、頬の痩せ、額・こめかみの痩せも改善します。

それぞれのお悩みを改善し、
若さと美しさを底上げします。

「プレミアムPRP皮膚再生療法」症例集

Seishin ”PRP ” St�y

ご自身の血液から抽出したPRP（血小板）を注入して、シワや凹みを改善する
治療です。単に溝を埋めるシワ治療とは違い、肌の組織そのものを増やすため
仕上がりも自然。効果は3年以上持続します。一人ひと
りの症状や肌質に合わせて濃度・注入量・注入の深さ
にいたるまで微調整することで膨らみ過ぎやしこりのリス
クを抑え、最大限の効果を引き出します。

聖心が確立した「プレミアムPRP皮膚再生療法」とは

※1 PRS （November 2015 volume 136 Issue5）  ※2 2022年5月時点

加齢症状とひとことで言っても、目の周りから手の甲、首までお悩みはひとそれぞれ。
それらすべてのシワや凹みを改善するのが「プレミアムPRP皮膚再生療法」です。
注射をするだけの手軽で安全な治療で気になる部分を改善し、若返りを可能にします。

くぼみ目を治して、美しく自然な目元に

目の下のクマが改善！ 明るい表情に

“年齢を隠せない”手の甲もふっくら！

40代女性。処置後4年2ヶ月。くぼみ目でお悩みだった患者さまの症例です。
二重ラインも自然に改善され若返り効果抜群の結果に。

20代女性。処置後6ヶ月。プレミアムPRP皮膚再生療法は20代の患者さまにも人気です。こちらの
患者さまは目の下に注入され、クマが改善されました。

40代女性。処置後2ヶ月。年
齢を隠しにくい手の甲の症
例です。治療後はスジや血
管の浮きが目立たなくなって
います。

頬のこけ

Ch�k

ほうれい線

Smile
line

BeforeBefore AfterAfter
BeforeBefore AfterAfter

BeforeBefore AfterAfter

BeforeBefore AfterAfter

目の上  29万円（税込31万9,000円） Price ほうれい線  29万円（税込31万9,000円） Price

中顔面の凹み（複合施術）  
43万円（税込47万3,000円）  ※同日施術

Price

ほうれい線が薄くなり、
笑顔に自信

50代女性。処置後7年。長期経過の症例です。
微笑んだ時に口の横に深く現れていたほうれい
線が改善され、その状態を7年間キープされて
います。

BeforeBefore AfterAfter

30代女性。処置後4ヵ月。目の下から頬にかけ
て凹みがあり、口元が出て見えたり、顔が長く見
えたりといったお悩みがありました。処置後は症
状が改善。口元もスッキリされました。

中顔面の凹みを改善して
口元すっきり

横ジワにも効果を発揮！
きれいな首筋を再び

50代女性。処置後4ヵ月。治療が難しいとされる首のシワにもプレ
ミアムPRP皮膚再生療法が有効です。ご自身のコラーゲン等が
増加するため、効果が数年間持続します。

広島院
中辻 隆徳院長

BeforeBefore AfterAfter

福岡院
美原 寿之院長

※当院では患者さまにわかりやすいよう各部位に対する平均的な注入量から料金を設定しています。
　シワの深さや長さ、くぼみの程度による注入量の増減がある場合は料金が変動することがございます。

症例数

突破！
件68,000

※2

ベストペーパー
アワード2016

受賞※1

目の上

Eye

目の下

Eye

手の甲

Hand
首

Neck
目の下  29万円（税込31万9,000円） Price

手の甲（範囲による） 4cc  43万円（税込47万3,000円） Price 首（範囲による）2cc  29万円（税込31万9,000円） Price

Doctor’s  Voice
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40代女性。術後3ヶ月。
ウエスト計測結果は－4cm。お腹周りが細くなりました。

気軽に受けてビューティアップ！ もっと美しくもっと楽しい夏を過ごしましょう。

料
金

ダーマペン 4
× ×
ハイラアクティブ PRX-T33（薬剤）

鼻翼の両脇付け根の凹み（鼻翼基部）にプレミアム
PRPやヒアルロン酸を注入し、高さを出すのが「貴族
注射」です。鼻周辺がすっと持ち上がり貴族のように
上品な印象になれる、とSNSなどでいま話題になって
います。切開することなく、注入だけでお顔の印象を変
えられるのも魅力。顔に立体感が生まれると同時にほ
うれい線も目立
ちにくくなり、アン
チエイジングに
もおすすめです。

小鼻の横の凹みを持ち上げて、立体感のある上品なお顔に
貴族注射

貴族注射
ヒアルロン酸注入 9万8,000円（10万7,800円）  
プレミアムPRP再生療法 29万円（31万9,000円）  

手軽な注入で平面顔を解消
日本人に多いのが、顔が平たく口元が前に出ているよう
な顔立ちです。鼻翼基部にプレミアムPRPやヒアルロン
酸を注入することで鼻周辺を持ち上げ、顔の中心部に
立体感をもたせることで西洋人風な横顔になります。

40代女性。処置直後は肌に赤みが出ています。出血するほどでは
なく、翌日には若干茶色に変化して気になるほどではありません。

女性。服用開始から4ヶ月後。7mgを2～3日に１回服用し、
体重－6kg。ズボンが2サイズダウンしました。

周辺組織にダメージを与えない理由

術直後 翌日Before

30代女性。術直後。控えめに0.2ccずつヒアルロン酸を注入しました。
お顔中央の土台が上がることで平坦な印象がなくなります。

AfterBefore

料
金

ダーマペンの最新機種ダーマペン4で極微細な針を
皮膚に刺して微小な穴を開け、ピーリング剤のコ
ラーゲンピールを塗布する組み合わせ治療です。皮
膚に開けた穴から薬剤がしっかり浸透してコラーゲ
ンの生成促進効果がアップ。ハリ・つやなど肌の若
返りや肌質改善、小ジワのほか、ニキビ跡や妊娠線
の改善にも効果が期待できます。

ダーマペン×コラーゲンピールの相乗効果で美肌に
ヴェルべットスキン（ダーマペン4）

ヴェルベットスキン
（ダーマペン4）

全顔（ニキビ跡・クレーター）・妊娠線・肉割れ
1回 4万5,000円（税込4万9,500円）

進化した「ダーマペン４」

針が12本から16本に増え施術時間が短縮。振動速度
の向上により周辺組織への刺激が減少。ニードルの深
度を最適化して安全性と効果もアップしました。

マイクロ波を照射して汗とニオイの元となる「汗腺」
を壊し、中度から重度の多汗症・わきがを根本から
解決します。マイクロ波で壊した汗腺は再生しない
ため効果は半永久的。切らない治療なので傷痕も
残らず、きれいな脇で思う存分ノースリーブが楽しめ
ます。当院ではミラドライの公式認定プログラムを完
了した医師が、確かな技術で施術します。

切らずに多汗症・ワキガが治療でき、効果は半永久的
ミラドライ

料
金

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

マイクロ波の性質上、水
分の多い汗腺だけに反
応し熱を発して破壊。
周辺組織にはほとんど
ダメージを与えません。

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

「痩せるホルモン」と呼ばれる、「GLP-1」という成分
を補う医薬品です。インスリンの分泌を促す働きが
あり、この成分の分泌量が多い人ほど痩せやすいと
言われます。内服することで血
糖値を下げ、さらには食欲を抑
制しダイエット効果を得ること
ができます。

1日1錠、飲むだけで痩せるメディカルダイエット
リベルサス

料
金

GLP-1 受容体作動薬「リベルサス」  10 日分（1 シート） 
3mg 5,000円（税込5,500円）  7mg 1万円（税込1万1,000円）
14mg 1万4,000円（税込1万5,400円）

リポセルは、HIFU（ハイフ）テクノロジーという超音
波技術を用いた痩身マシン。超音波のエネルギー
で脂肪細胞を集中的に破壊し体外
へ排出します。お腹に加え、二の腕・
太もも・背中にも適応可能。痛みやダ
ウンタイムもほぼなく、効果は照射後
1～2週間で実感できます。

頑固な脂肪に超音波を集中照射！ 痛みもなくサイズダウン
リポセル

料
金

リポセル 1回10サイト（30ショット） 14万円（税込15万4,000円）
1回20サイト（60ショット） 18万円（税込19万8,000円）

AfterBefore

AfterBefore

水分を
補給

コラーゲン
生成作用

創傷治癒
効果

Point!

Point!

Point!

new

new

話題の新施術を、確かな技術で

汗とニオイに、もう悩まない！

夏に向かってスリムなボディへ

初夏のおすすめメニュー初夏のおすすめメニュー

Beauty Menu
Line-up
Beauty Menu
Line-up
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60代女性。術後3ヶ月。全体のバランスを見て鼻下の皮膚を
5mm切除。自然にほどよく短くなりました。

Before

A�er

美容外科医としての信条は？

「失敗しない。満足してもらう。騙
さない」。この3つを心に刻んで、
常に忘れないようにしています。

Q2

鼻の下の皮膚を切除し鼻下（人中線）を短くする

「人中短縮術」を聖心では「鼻下短縮/リップリフト」と呼んでいます。

鼻の下が長く間延びした印象なのが気になる方に

おすすめの施術です。もともと鼻の下が長い場合だけでなく、

加齢により鼻の下が伸びる方が多いこともデータから

わかってきており※、アンチエイジング治療としても効果的です。

Doctor Comment

※花王株式会社 ニュースリリース
「日本人女性における加齢に伴う口もとの形状変化を確認
～唇は薄く、鼻の下は長くなり丸みを帯びる～」
https://www.kao.com/jp/corporate/news/rd/2020/20200401-002/ 

「シゴト×ジブン」#7

今回は、自身が施術を受けて

若返りに成功した二人の男性ドクターが登場。

「誰もが美容医療を受ける」時代の到来が

ますます楽しみになりました。

Doctor’s
Room
�eme

美容外科医になってよかったと思う瞬間は?

外見の悩みで内気だったり自信が持てなかった
患者さまが、後日来院された時に、悩みが解消さ
れていきいきと嬉しそうにお話される姿を見たとき。

美容外科医としての信条は？

「一人一人に誠実に」。メリットだけでなくデメリッ
トやできないこともお伝えし、アフターケアにも万
全を期して。最終的に「聖心を選んで良かっ
た！！」と思っていただけるように心がけています。

09

岐阜県出身。岐阜大学医学部卒業。自身が昨年眉下リフ
トなどの若返り治療を受けており、患者さま目線に立ったカ
ウンセリングが人気（スタッフからの信頼も厚い）。趣味は
スポーツ観戦と美味しいものを食べること。

大阪院 寺町 英明 院長File.14ご自身が施術を受けられたその後は？Q1

Q3

未来の美容医療のイメージは？

再生医療や機械でお手軽に綺麗になれた
り若返る、美容内科（若返り治療）も発達す
ると思います。その一方でより高い理想を目
指して高度な外科的治療も増えるのでは。

Q5

Q2

昨年8月、東京院の伊藤院長に眉下リフトやマイクロメソッド＋α、
G-Mesh、ドクターハイフなどをしていただきました。複数施術のため少し腫
れが長引きましたが、今ではすっかり馴染んでいい感じに若返りました（笑）。

若さと元気を保つために気をつけていることは？

「GHRP2PRO」と「EQエナジー」を摂ってい
ます。これはおすすめです。あとは早く寝
ること、そして食べすぎないこと。食事は自
分で作り、野菜を多めに摂っています。

Q3

未来の美容医療のイメージは？

既になりつつありますが、美容医療を受け
るのが普通、という世界。いま私たち医師が
毎日行っている診療や研究を積み重ねの
先に、そういう世界があるのだと思います。

Q5

ジムで適度に運動し、サプリで体調を整
える。情報収集して新しい知識をインプッ
ト。自分でどうしようもないことで悩まない。
そして聖心で若返り治療を受ける（笑）

Q4 いつまでも若 し々くいるために
していることは?

神奈川県出身。福島県立医科大学医学部卒業。
経験豊かな実力派で、知識と技術力には定評
がある。遠方からも多くの患者さまが相談に来ら
れるほど。休日はスキューバダイビングなどを楽
しむ多趣味で、最近は毎日料理もしているそう。

File.13
東京院 伊藤 康平 院長 ご自身が受けた施術について教えて下さい

2014年にほうれい線と目の下にプレミアムPRPをして、ほうれい線は7年
経った今でもまだ目立っていません。一方目の下のたるみは気になってき
ていて、でも皮膚を切開するほどではないので最近またPRPをしました。

Q1

「人中短縮」で若 し々く
可愛らしい印象に

鼻の下の皮膚を切除し縫い縮めることで、鼻下の長さをバ
ランス良く整えます。縫合の際に上唇が引き上がるため、唇
に立体的な厚みが出てより可愛らしい表情に。他の施術と
の組み合わせで、さらに理想に近づけます。鼻の下の付け
根を切除するため傷跡が目立ちにくいのも特長です。

鼻下短縮術（リップリフト/人中短縮）

鼻下～上唇：下唇～アゴの比率が1：2がバランスがよいとされていますが、実際はそれぞれのお顔のバラ
ンスによって判断します。またガミースマイル（笑ったときに歯茎が見える）の方は注意しなければならない
等といったこともあるので、まずカウンセリングでしっかり医師の診察を受けることが重要です。

料  金

鼻下短縮術
（リップリフト/人中短縮） 
30万円（税込33万円）  

良いリフレッシュ方法は
なんですか？

娘と過ごすことです。休日は娘と
食事に行くのが楽しみだし、それ
が私にとって一番いいリフレッ
シュ方法にもなっていますね。

Q4

50代女性。術後6ヶ月。鼻下が短くなり、若 し々い印象に。
唇もふっくらとしました。

Before

A�er
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Salon de

Mieux

S-Laboのメリット

Instagramも
ぜひご覧ください

NEWS

INFO

S-Labo（エスラボ）渋谷院のご紹介新着情報のお知らせ

2022年4月1日より、法律上は18歳から親権者の同意なしに美容医療を含む様々な契約が可能となりま
した。しかしながら、消費者トラブルの増加も懸念されています。より安心・安全な医療を提供するために、
当院では次の対応を取らせていただきます。20歳になるまでは保護者の同意を必須とし、さらに成人を
迎える年となる18歳に関してもこれまで通り保護者の同意およびご同伴を必須とさせていただきます。ご
理解の程、よろしくお願いいたします。

成人年齢引き下げについて

5月29日（日）に札幌コンベンションセンターにて開催された「札幌コ
レクション2022」に聖心美容クリニックが協賛いたしました。トークス
テージでは、札幌院前多院長と熱海院小林院長が登壇、人気モデル
の伊藤桃々さんとともにこれからの季節に欠かせない紫外線対策に
ついてお話されました。

S-Laboクリニックは高品質医療をライトに、リーズナブルにご提供する美容クリ
ニックとして誕生した聖心美容クリニックの姉妹ブランドです。今年で開院3年目
となり、脱毛だけでなく医療痩身、注入治療、ピアスの穴開け等のメニューも充
実。東京近郊にお住まいの方はぜひ一度ご来院ください。

脱毛のこと、
美容医療の
こと発信中！

slabo_clinic

24時間いつでも、好きな時に予約が完了
予約管理システムで管理しているから、待ち時間ほぼ0
ドクターもスタッフも女性だから安心
聖心同様、カウンセリングは何度でも無料
電話受付開始！※エスラボが初めての方のみ受付

札幌コレクション2022に当院が協賛しました

2022年3月8日（火）に全院の医師が集まる「第42回ドクター会議」
が東京およびオンラインで開催されました。会議では「鼻中隔延長
術」のライブサージェリーを行い、東
京院牧野副院長が執刀医として、
梅山医師もサポートとしてオペを行
いました。手術見学をしながら多く
の意見交換が交わされました。
※当院では最新メニューに関する情報共有
や、技術・サービスの向上を目的に定期的にド
クター会議を行っています。

第42回ドクター会議を開催
公式YouTubeで当院人気の施術3種の解説動
画が公開中！アニメーションを使った施術解説
動画となっています。ぜひ、ご覧ください！

施術解説動画を公開中！

2022年4月26日（火）に聖心美容クリニック本部にて、美容外科医達によ
る技術勉強会「通称 クリラボ」が全国のドクター達とオンラインで繋いで
開催。総勢24名もの医師らが参加しました。
クリラボは「これからの美容医療をより良くすること」を目的とし、クリニック
の垣根を越えて自由に意見を出し合える環境を作りたいという想いから、
東京院牧野陽二郎副院長、BIANCA CLINICの堀田和亮理事長、加藤
クリニック麻布・東京警察病院の播磨光宣医師が共同で立ち上げた外部
合同勉強会です。
今回のテーマは「目もと」。様々な症例が用いられ、活発なディスカッション
が行われました。今後クリラボは、定期的に当院本部にて開催予定です。

第1回Creation Lab（クリエイション ラボ）開催

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

!

Check
!

「@seishin」
で検索

友だち追加1 公式アカウント

「聖心美容クリニック」
で検索

2

3

LINEのお友だち登録はもうお済みですか？

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。

Point1.

1.

2.

3.

4.

5.

Point 2. Point3.

Point4.

簡単スピーディ予約

保有ポイント照会 簡単電話問合せ

ショップカードで豪華特典ゲット

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。引き続き、皆さまのあたたかいご
支援を、心よりお待ちしております。

［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

NPO法人 共生フォーラムとは  「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

お得な割引
当日契約割

カウンセリング当日の
ご契約で35％

OFF

学割
学生証・生徒手帳の
ご提示で10％

OFF

ペア割
2名以上のご来院・
ご契約で10％

OFF
当日契約割は、学割またはペア割と併用可能！

※一部対象コースが限られている割引があります。詳しくはクリニックスタッフまで。
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