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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

＜小顔・痩身・精力アップ・モチベーションアップ…＞
その人、その人のライフスタイルに合わせた

最適な美容医療を提案します！！

ドン小西さんのための
スペシャルアンチエイジングテーラーメイド
中心となる考え方・施術とは…！？

　この Dr. アンディーズクリニックのオリジナルテイラーメイ
ドの「ライフスタイルマネジメント医療」を、浜田ブリトニー
さんにも体験してもらいました。
　ドン小西さんは絶賛！！

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。 

　長いダウンタイムや繰り返し通院する必要があるなど…の負担となる美容
医療は忙しいドン小西さんには合わないことがわかりました。
　ドン小西さんを日ごろの多忙な仕事による疲れとストレスから解放するに
は、まず週に一回のメディカルメリディアンセラピーを行い、ドン小西さん
に質のよい睡眠がとれる体へ戻しました。
小顔・痩身・精力アップと同時にフェロモンによりモチベーションアップも
叶いました。
　ドン小西さんはホルモン強化療法に大変興味を持っています。男性の場合
は、男性体内の男性ホルモン、女性ホルモン、成長ホルモン、DHEA、Cortisol（コ
ルチゾール）などのアンバランスが生じると肥満、うつ、動脈硬化、精力減退、
循環器障害をきたします。

　Dr. アンディーズクリニックで提供して
いる、バイオアイデンティカルホルモン
は、100％天然もので、本来のホルモンと
生化学的に一致する、植物由来の素材を
使用しております。
　クリニックのカナダ研究所で開発し、
スローエイジングのために心身ともにメ
ンタル＆フィジカルバランスを整える一
つのアンチエイジングの治療薬です。

　Dr. アンディーズクリニックでは、ドン小西さんにあった施術メニューを作
成するにあたり、3つのポイントとなるプログラムを用意しています。ここでは、
その美容施術の流れについてご紹介したいと思います。

Dr. アンディ のライフマネジメント医療
ドン小西さんのための
特 別 な テ イ ラ ー メ イ ド 東 洋・ 西 洋 医 学 を
合わせたハッピー＆スローエイジグプログラム

TBS　9月16日（日）放送の『ここだけバブル！芸能人の派手
な領収書ダービー』を見逃した方！ Web のバックナンバー
でご覧下さい！ また 9月20日（木）の番組『スパモク』には 
ドン小西さんと Dr. アンディが出ています。

9月16日（日）放送分をリンクして動画を視聴！
http://varadoga.blog136.fc2.com/blog-entry-17863.html

ドン小西さんと Dr. アンディと
ブリトニーちゃん

3 人とも愛用するフェロモン
プロダクツ
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ドン小西さんに合った施術メニューを作成するにあたり、3つのポイントとなるプログラムを用意

　トータルライフマネージメントを提供する Dr. アンディーズクリニックでは、患者様お一人
お一人のお悩みやライフスタイルに合わせて各種メニューの組み合わせをご提案しております。

　人によって「体質」も「生活スタイル」も異なるので、Dr. アンディによる丁寧なカウンセリ
ングを通してより高い相乗効果を望めるメニューの組み合わせ、ご自宅でご使用されるプロダ
クツのご提案を行っております。

Point　　疲れを取る質の良い睡眠（メディカルメリディアンセラピー）

Point　　痩身・小顔に！
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》 質の良い睡眠と美ボディメイク《メディカル ･ パフューム　￥20,000 ／ 60日分／ 60ml》

医学に基づいたメディカルパフューム、全身の若返り、質の良い睡眠、疲労回復に…

　Dr. アンディが医学的に開発したメディカルパフュームです。単なるアロマ製品ではなく、
アミノ酸集合体とαリポ酸、CoQ10 などを高濃度で配合し、就寝前にスプレーするだけで、
心地よい睡眠へ導入します。また、美肌、全身の美白、疲労回復などトータルな全身のア
ンチエイジングに効果を発揮します。グリーンティー、ジャスミン、サンダルウッド、イ
ランイラン、グレープフルーツ、ローズの６種をご用意しています。
ダイエットに効果があります。

》 漢方睡眠ダイエット《経絡マサージ、指針、臍温灸　￥30,000 ／ 1 回 60分》

　東洋医学では、カラダの気、血、水の巡りが大切だと考えれています。女性の
場合は、血行不良により、むくみ、生理不順、生理痛、腰痛、冷え、のぼせ、月
経前症候群 (PMS) などの症状が現れやすくなります。悪化すると精神的ストレス
をはじめ、気の滞りにより、「気滞」・「気鬱」などにつながってしまうことも…、
男性の場合は血行不良、循環障害を来すこともあります。
　そこで Dr. アンディーズクリニックでは経絡マッサージ、指針、臍温灸の３つ
のオリジナル治療で気血水の巡りを整え、患者様それぞれの症状、ライフスタイ
ルに合わせて治療とプロダクツをカスタマイズいたします。

体の内側からボディメイク 小顔

》ウェイトロスフォーミュラ　￥40,000 ／ 30日分

　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
できます。

》フェロモンメソナイトジェル　￥90,000 ／ 30日分／ 30ml

　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。

》洗顔 抗酸化クレンザー　￥7,500 ／ 30日分／ 120ml

　当クリニック独自の洗顔ジェル抗酸化・抗糖化ク
レンザーで洗顔し、お肌を整えます。抗酸化坑糖化
成分が配合され肌の老化やトラブルの原因となる活
性酸素・活性窒素を除去します。
また、肌表面の角質や汚れを除去し、有効成分を吸
収しやすい状態に整えます。

》ファットバーナーズ　￥50,000 ／ 60日分

　脂肪溶解と脂肪燃焼を効率よくサポートするメ
ディスンです。代謝を高め、脂肪の溜らない、太り
にくい体質とボディライン創ります。リバウンドし
ないダイエットのために必要です。

》サーマクール CTP400　￥200,000 ／ 60 分

　治療直後からリフトアップ効果を実感できます。
真皮組織が即時に収縮することで、皮膚が引き締ま
ります。長期的（約 6 ヵ月）にコラーゲン生産を促
進させ、顔のたるみを予防します。皮膚のくすみが
取れ、瞬間美白が可能です。痛みがないため麻酔は
不要です。温かみが肌に伝わる程度です。術後のメ
イクが可能です。ダウンタイムがありません。

雪柳 ・スプレー菊

サーマクール CTP400
治療の様子
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Point　　フェロモンセラピー＆スプレーでモテモテ！　3

　「魅力」を上げるためにはフェロモンが非常に大切なため、
Dr. アンディーズクリニックでは「フェロモンセラピー専門外来」
をご用意しています。

・最近無理なダイエットを行った
・努力をしているが、異性にアピール出来ていない
・落ち込んでいたり、ネガティブな気分でいることが多い
・仕事や商談がうまくいかないことが多い　
　現在の体調・ストレスや悩みなどの心理面・ライフスタイルなどからフェロモンが上手く分泌出来ているかを診断し、
問題がある場合はフェロモンの分泌を促すメディスンや、フェロモンを含むプロダクツを処方し、魅力をアップさせます。
これも、分子生物学・薬理学などを学んだ医学博士である Dr. アンディだから出来る施術だと考えています。

 Dr. アンディーズクリニックの

フェロモンセラピー

こういう人におすすめ

》フェロモンスプレー　￥30,000 ／ 60ml ／ 30 日分

　人間にも “ ヒトフェロモン ” が存在し、最近の研究ではそれらは匂いとして臭覚で感知され、脳に伝わる
ことで異性を引き寄せ合うとされています 。
　アンドロステンノール、コプリン、アンドステノン、ローズオイル等配合。経皮吸収により、フェロモン
分泌促進、魅力アップ、モチベーションアップに大変有効。

》ステップアップサプリ　￥30,000 ／ 60 日分

　神経伝達システムの機能を活性化し、生殖器の機能や健康、性的意欲を 向上させるメディカルサプリメント
です。セクシャルなパワーを高め、 健康維持やダイエットにも有効です。

》GHRH ＋  ¥60,000 (60ml)　全身美白

　GHRH+ 自体はホルモンではありません。
数 10 種類以上のアミノ酸と抗酸化抗糖化成分の集合体で、成長ホルモン（hGH）と神経伝達物質分泌を促す「hGH 促進メディ
スン」です。皮膚に塗って瞬時に血流に入り、細胞レベルまで達し、脳で効力を発揮。hGH 分泌を活性化させる特殊なプロダ
クツです。トータルな再生力を高める。慢性疲労、不眠症、肥満、ストレス、記憶力低下、やる気のない、鬱に最適。

治療時間をできる限り短くした、美容外科的処置
Dr. アンディ のホワイトニングプログラム
  〜ハイレベル：頑固なシミ、ソバカス、ニキビ跡は最新光治療〜

　　「フォトフェイシャル・ファースト」で除去

　当クリニックでは、最新鋭の光治療器「フォトフェイシャル・ファースト」（別名：ルミナスワン）
を使っています。 レスベラトロール経皮吸収ヒアルロン酸、施術後すぐに化粧ができます！
撮影収録ができます！  安全性が高い、施術時間が短縮、芸能界のみなさまに大人気！

「化粧品とはくらべものにならないほどの効果。 もっと早くからやればよかった！」

浜田ブリトニーさん“おすすめ！”の夏の間にお肌が受けたダメージを集中美白ケア

私も
試して

みたい…

フォトフェイシャルで

お肌スベスベ！ツヤツヤ！

「お先に失礼！ (^^)/
」

最新機器を用いたフォトフェイシャル GHRH ＋ 



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。 

強力抗酸化成分
「レスベラトロール」
配 合 の 経 皮 吸 収 型 
ヒアルロン酸

11月14日   新発売！！

Resveratrol Capsules
＜レスベラトロールカプセル＞

動脈硬化予防、悪玉コレス
トロールを下げる、善玉を
上げる。アンチエイジング。

1 瓶 60Caps
30,000 円／ 60 日分

Resveratrol Cream
＜レスベラトロールクリーム＞

経皮吸収のヒアルロン酸
に Resveratrol を 入 れ、 抗
酸化抗糖化効力のため、ス
キンのアンチエイジング。

1 瓶　40g
50,000 円／ 60 日分

Dr. アンディーズクリニックまで


