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Dr. アンディ のライフスタイルマネジメント医療

脂肪を破壊して排出するリバウンド知らずの痩身術。
それは…

『メディカルメソセラピー・ダイエット』

Dr. アンディの

『メディカルメソセラピー・ダイエット』
は何故リバウンドしないのか！？

　高度な注射技術と特殊なカクテル（脂肪溶解剤）使用のメソセラピーを行
うことで、直接体内に働きかけ、脂肪が細かく分解・溶解され、血中に入り、
体外へ排出されることで部分的に痩せることが可能になります。施術の痛み
と腫れはほとんどなく、治療効果も即効性です。　また、脳内神経伝達物質
のバランスを取る（脳の科学に基づき、脳の働きをサポートする）ストレス
ケアも同時に行うためリバウンドの心配もありません。
　脂肪吸引と違い麻酔を必要としないため、安全性が高く、全身・部分痩身
に最適な最先端の治療といえるでしょう！！

　1953 年にフランス、ボルドー大学のミシュエル・ピ
ストール博士により開発された注射の技術です。
治療用の薬液を少量ずつ注射器で治療部位に直接注入す
る治療法のことです。
セルライトをはじめ、脂肪溶解、薄毛治療、瘢痕治療、
痒痛管理、そして美肌治療など様々な分野や目的で行わ
れております。
　メソセラピーは、世界数十国以上、その効果と安全性
が認められている医療行為であり、欧米をはじめ、南米、
韓国ではダイエット・痩身、脂肪吸引に代わる新しい技
術として一般的になりつつあります。
Dr. アンディーズクリニックの院長 Dr. アンディは、10
年ほど前からはフランス式メソセラピーをアジアで初め
て導入した医師（フランス・メソセラピー・ソサエティー
正会員）であり、メソセラピーのパイオニア的存在とし
て知られています。

次ページで詳しく紹介します！！

Dr. アンディは…

医者・科学者・哲学者としての知識・技術・
経験を駆使して、「迅速」、「正確」に
そして「真摯」にあなたの思い通りの

「キレイ」と「モチベーションアップ」をか
なえます。 

気になる脂肪、頑固なセルライト…どんなにダイエットを
頑張っても効果が出ない　　　　　　　　。

あなたが理想とする女性らしい身体作りを
可能とする痩身、はじめませんか？

　痩せたい部分だけにメソセラピーのカクテルを注射することで、減らした
くない部分はそのままに、減らしたいところだけをピンポイント痩身。
　アジアで初めてメソセラピーを導入した Dr. アンディのメソセラピーは一度
痩せたら…リバウンド知らず！
　メソセラピーは、脂肪を溶解させるカクテル（薬剤）を注射することで、
細胞レベルで分解して脂肪組織を破壊・溶解させることで、中性脂肪を体外
に排出する作用を促進し、脂肪を減少させる治療法です。
　気になる部分に直接注射することで、痩せたくない部分はそのままに、脂
肪が気になる部分だけを減らすことができます。
　メソセラピーは、二の腕やお腹周り、腿裏など、脂肪が蓄積しやすい部分
を集中的にケアすることができますので、通常のダイエットにある「胸が痩
せてしまった」「痩せたい部分の脂肪がなかなか落ちない」などの心配があり
ません。 メソセラピーとは？
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過食症、生活習慣、運動不足、ストレスなど、太る原因はたくさんあります。

どんなに頑張ってもダイエットを成功できない………。

そんなあなたに『メディカルメソセラピー・ダイエットプログラム』をご提案します！！

「脳から痩せる」 メディカルダイエットのメカニズム

After

After

Before

Before

Dr. アンディの
メディカルダイエット（医療痩身）
プログラムの中枢

Dr. アンディは、特にこういう
お悩みの方を助けます。

●ボディラインを創る脂肪溶解
　メソセラピー 

●メソブレインサプリメントによ
　る脂肪燃焼 

●神経伝達物質のバランスによる
　脳の安定

●全身の代謝向上

●不眠症改善

●肩こり改善

●ストレスケア個別相談

●気になる部分のサイズダウン
　をしっかり実現したい方 
●ダイエットなどに時間を割く
　ことができない方 
●ダイエットをしてもリバウン
　ドで戻ってしまう方 
●ダイエットをして、バストサ
　イズがダウンしてしまう方 
●日頃のストレスに対するライ
　フスタイル改善法は迷ってい
　る方 
●遠方から頻繁に通えない方 
●自己流ダイエットで悩んでい
　る方

　Dr. アンディは、メソセラピー治療をアジアで最初に導入した
医師です。そのメソセラピーに、ダイエットのカギとなる『脳
の働き』をサポートする独自開発したブレインメディカルプロ
ダクツをあわせ、脳の科学に基づいた医療痩身を提案します。
　ストレスケアも同時を行なうため、リバウンドはありません。
ストレスなどの多い現代社会では、年齢を重ねると共に自律神
経機能が低下することで、実は脳が痩せにくい体をつくってし
まっているのです。いくら食事を減らしても、運動をしても痩
せない理由は脳の神経伝達物質のバランスが崩れているから気
持ちが不安定になり、食欲をコントロールしたり、脂肪を燃焼
させる従来の機能が低下してしまい、痩せにくい体をつくりま
す。
　また、注射の苦手な方には塗るメソセラピープロダクツを用
意します。Dr. アンディのメディカルダイエット（医療痩身）プ
ログラムはメタボリック症候群の予防にもなります。
　あなたにあった治療をしっかりとご提案できるのは、脳の科
学とメソセラピーの研究を長年重ねてきた実績に他なりません。

人には「痩せやすい体質」「太りやすい体質」といったような「体
質」というものがあります。これには、脳内で機能している神経
伝達物質が関わっています。過食症、ストレス、睡眠不足など、様々
な要因によって神経伝達物質のバランスが崩れると、生活習慣や
食欲などに大きく影響を及ぼします。

神経伝達物質が不足すると？

（　）内は成分配合の Dr. アンディのメソブレインサプリメント 
●  ドーパミン　……（Brain Energy & Skin Beauty）

疲労感、気分の落ち込み、性欲減退・倦怠、砂糖やカフェイ
ンを摂取しがちになります。

●  セロトニン　……（Brain Mood & Skin Beauty)
頭痛、腰痛、息切れ、睡眠障害、咳き込み、拒食症・過食症、
うつ気味、炭水化物を摂取しがちになります。

●  アセチルコリン　……（Brain Memory & Skin Beauty)
記憶力・集中力低下、喉の渇き、肥満、ニキビ、脂肪分を摂
取しがちになります。

●  GABA　……（Brain Calm & Skin Beauty)
心臓の動悸、冷え性、多汗症、イライラ、月経前症候群、塩
分を摂取しがちになります。

　Dr. アンディのダイエットメソブレインサプリメントは、複数
のアミノ酸を組み合わせ、神経伝達物質のバランスを正常に保ち、
脳から痩せるための脳内環境を作り出し、自然と痩せやすい体質
へと導きます。また、脂肪燃焼、脂肪吸収抑制、筋肉増強、代謝アッ
プさせ、確実に体重減少し理想のボディライン改善へ効果を発揮
します。
　しっかりとご飯を食べたはずなのに、ついついお菓子やおつま
みなどに手が伸びてしまうことはありませんか？神経伝達物質が
不足すると、必要以上に食べ物や余分な栄養素を取り入れようと
して、過食症に走ってしまいます。
Dr. アンディのメソブレインサプリメントで、行き詰ったダイエッ
トに光を灯しましょう。

あなたが理想とする

身体作りを
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Dr. アンディーズクリニックのメソセラピーはどこが違うのか！？

Pheromone Meso Night Gel　フェロモンメソナイトジェル 10ml × 3 本    ￥90,000（約 1 ヶ月分）

Fat Burners　ファットバーナーズ 60 錠    ￥50,000（約 2 ヶ月分）

Weight Loss Formula　ウェイトロスフォーミュラ 30 錠    ￥40,000（約 1 ヶ月分）

脂肪溶解　〜メソセラピー・塗るメソセラピー〜

脂肪燃焼　〜リバウンドしないダイエットに効果的〜

脳の安定　〜食欲調律・脂肪吸収〜

効　能： 部分痩身、セルライトの改善
主成分： プロカイン、カフェイン、アミノフィリン、フォスフォーディルコリン、ヒトフェ

ロモン、など
塗った部分の脂肪やセルライトに直接働きかけて、脂肪を分解・燃焼させ引き締めるフェロモン配合
の痩身ジェルです。

効　能： 体内脂肪燃焼
主成分： フコサンチン、チアミン、ピロドクシン、グルタミン、など
脂肪溶解と脂肪燃焼を効率よくサポートするメソブレインサプリメントです。代謝を高め、脂肪の溜
まらない、太りにくい体質とボディラインを改善します。リバウンドしないダイエットに効果的です。

効　能： 脂肪吸収調整、食欲調律
主成分： アンブットアミノリップスタンチン、グルタミン、グライシン、など
食べた物に含まれる脂質の 4 分の 1 をブロックし、カロリー摂取を抑えます。また、満腹感を引き起
こして食欲を抑制し、自然と食べる量を減らすことができるメソブレインサプリメントです。
過食症の改善に効果的です。 

1）オリジナル処方のメソカクテルで同時に全身に施術可能。

Dr. アンディは脂肪溶解剤の他、セルライト溶解剤や解毒剤、ポリビタミン、キレー
ター剤、アミノ酸など 10 種類以上の成分を独自で処方し、速攻性のある痩身と
デトックス効果、また美容と健康回復をもたらすメソセラピーを提供しています。
また、顔痩せのメソセラピーの場合は施術後全く腫れません。

2）メソブレインサプリメントによるストレスケアにより、リバウンドしない。

環境やストレスの影響により乱れがちな脳の神経伝達物質を安定させ、脳の働き
を活発にすると同時に痩身を促進してくれるメソブレインサプリメントや、比較
的肥満体質の方には皮下脂肪と内臓脂肪を落とす必要があるため、燃焼しにくい
脂肪組織をターゲットとしたファットバーナーズの併用や食生活のアドバイスな
ど各患者様に適切なケアをご提供しています。

3）塗るメソセラピープロダクツを処方することで、より結果を出す。

Dr. アンディが Dr. アンディーズクリニック研究所（カナダ・トロント）で開発し
た “ 経皮吸収システム ” によってメソセラピーカクテルを皮膚内へ浸透させる「塗
るメソセラピー」は、皮膚に塗布するだけで、成分が脂肪にダイレクトに働きか
けるので、注射が苦手な方に処方しています。
また、遠方で通院が出来ない方にも処方が可能です。

4）キャビテーションで排出促進。

注射後の微小循環をさらによくするためにこれらの機器を用いたトリートメント
でアフターケアをサポートします。
血液の循環と老廃物の排出を促しのでむくみを解消し、同時にリラックス効果が
得られます。

　メソセラピーをアジアで初めて導入した医師である Dr. アン
ディが独自に処方するメソカクテル（注入する薬剤）は、今ま
で様々な痩身施術をされてきた方にも満足できる効果と内容
です。
おなか、太もも、腰周り…皮下脂肪が付きやすく、セルライト
が気になる部位。
なんとか痩せたいが、脂肪吸引は怖くてあきらめている。
そんな時こそ気軽に痩せられる最新痩身術が「メソセラピー」。
　Dr. アンディーはパイオニアとしての全身痩せ、部分痩せメ
ソセラピーの脂肪溶解注射は現在、欧米やブラジル、お隣の痩
身先進国・中国でも、韓国でも大変人気のある施術方法です。

New! Products Growing Eyelashes　AW グロイングアイラッシュエッセンス まつ毛美容液
効　能：生え際の血行促進、まつ毛のハリやコシ、

まつ毛表面を乾燥から守る
主成分：オタネニンジン根エキス、ピロリジニル

ジアミノピリミジンオキシド、ツバメ巣
エキス、リピジュア

1 日 1 回、夜寝る前にまつ毛の生え際に塗るだけで、ハリやコシを与えます。
国産シルクから抽出した高分子シルク、穴ツバメの巣から抽出した加工水分解アナツバメ
巣エキス、まつ毛表面を乾燥から守るリピジュア（ポリクオタニウム -64）を配合。
生え際に潤いを与え、まつ毛に自然なツやをもたらします。　【6 月 3 日  新発売】

６月１日生け：美女柳 , 菊 ,  芍薬



掲載時読者より のお問い合わせ先

報道関係から のお問い合わせ先

Dr. アンディーズクリニック

e-mail : info@drandy.comhttp://www.drandy.comweb
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Dr. アンディ（アンドリュー・ウォン）　医学博士

お問い合わせ先

国籍　United Kingdom

Dr. アンディーズクリニック　院長
美容外科、美容皮膚科、メソセラピスト、アンチエイジング医
・ フランス・メソセラピー・ソサエティー正会員を始め、十数ケ国内外の重要医学会所属
・ 70 カ国以上の国際的人道的奉仕活動を提唱・活動
・ 国際ロータリー最高栄誉賞（超我の奉仕賞）受賞
・ 英・中・日・独・仏の 5 ヶ国語を話す
・ 著書：国際奉仕活動について、映画鑑賞、美容医療の本、10 数点出版
・ 趣味：オペラ鑑賞、歌う（テノール　パーツ１）、陶芸、茶道、武術、神社参拝、国際奉仕活動、食べ歩き --

日本料理 （京都料理）、イタリア料理、フランスワイン、朝のランニングなど

【経　歴】

■ 1974 年 国立岐阜大学医学部入学
■ 1981 年 国立岐阜大学医学部卒業
■ 1981 年 日本政府文部科学省外国人国費研究奨学生
■ 1986 年 国立岐阜大学大学院 整形外科学修了 医学博士
■ 1986 年 名古屋大学形成外科勤務後、欧米の有名な薬学科学者、 

アンチエイジング専門医、美容外科、 美容皮膚医 のもと
で研修、研究を進める

■ 1989 年 東京・六本木に Dr. アンディーズクリニック開設
■ 1999 年 カナダのトロントに北米研究所を設立、医薬品の開発と

ナノテクノロジーレベルの「経皮吸収システム」の研究
を始める。

【所属・活動】

アメリカ・アンチエイジング・アカデミーの正会員
厚生労働省認可日本美容医療協会正会員
日本美容外科学会正会員
日本形成外科学会会員
国際美容外科学会会員
日本頭痛学会会員
フランス・メソセラピー・ソサエティ学会正会員。
国際奉仕活動においては、国際ロータリーを中心に、数多くの人
道的プロジェクトや国際奉仕活動に励み、これまでに 70 カ国以上の
活動に参加しています。また、美容医療に関する著書に加え、国際奉
仕活動での出会いを記した「で愛、ふれ愛、たすけ愛」なども出版し
ています。
国際ロータリー最高栄誉賞 （Service Above Self Award）受賞。

最先端美容医療の研究
　Dr. アンディはカナダのトロントに研究所を持ち、分子生物
学、薬理学専門家ら世界レベルの科学者たちとチームを組み、
常にリアルタイムで最先端の美容医療研究 成果を欧米に発信し
ています。
　特に、「経皮吸収システム」による治療は、Dr. アンディが独
自に開発した当クリニックだけの最先端オリジナル治療で、数
10 種類以上の皮膚吸収促進剤を含んだ有効成分を皮膚に塗る
だけで、細胞のリン脂質二重細胞膜を通過します。この特殊な
システムによって吸収された成分は血流に入り、細胞レベルま
で到達し、有効に働きかけることができます。
皮膚吸収剤に薬剤を組み合わせることでダイエットやスキンケ
ア、デトックス、キレーション、モチベーションセラピー、花
粉症治療、禁煙治療などあらゆる臨床効果を得ることが可能と
なりました。
抗酸化抗糖化メソブレインサプリメント、痩身用の塗るメソセ
ラピープロダクツ、キレーション・デトックスの経皮吸収製品
等の研究実績で、各国の研究者から注目をあびています。
　Dr. アンディの科学者としての目は、肌だけにとどまらず、脳、
身体の内部と機能、筋肉や骨、そして心のバランスまで、トー
タルなアンチエイジングに常に向けられています。
　患者様のクォリティ・オブ・ライフの向上を目指し、メディ
カルダイエット、ストレスケアなどライフスタイル全体を快適
に過ごすための「ライフスタイルマネージメント医療」をご提
供しております。 

Dr. アンディーズクリニックまで

Dr. アンディは「ウルトラマン基金」をサポートしています。この基金は、東日本大震災直後に㈱円谷プロダクション並び
に賛同企業グループ各社が一丸となって設立した「被災地の子供たちの、今と未来を支援する基金」です。
かけがえのない希望の光である子供たちの為、被災地への支援物資の提供や、寄付金の寄贈、ウルトラヒーローショー
や炊き出しの開催など、物心両面からの支援活動に粘り強く取り組んでおります。

『ウルトラマン基金』からのポストカード
６枚１セットを先着 30 名様にプレゼント！
ご希望の方、クリニックまでお申し込みください。

「ウルトラマン基金」
オフィシャルＷＥＢサイト
http://www.ultraman-kikin.jp/
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