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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

「顔のお悩み」 解消法

【Dr. アンディーズクリニックの特長】
　Dr. アンディーズクリニックは、25 年間の歴史あるクリニックで、アジアで最初にライフスタイルマネージメント医療（モチベションセラピー、ストレスケア、 
アンチエイジング、美容皮膚科的治療、美容外科的治療、など）に取り組んだクリニックです。
　特に最先端技術である「経皮吸収システム」の開発に力を入れています。また患者様に対しては、一人一人徹底的なカウンセリングを行い、患者様のニーズを把握
しながら、no stress, no pain, no side effects をモットーに最先端の医療を行っています。　Dr. アンディーズクリニック式のお悩み解消法をご紹介します。

目
目尻に軽度の皺が出来る／疲れるとくまができる／ちりめん皺
使用するプロダクツ
経皮吸収ヒアルロン酸（HA-TD）をはじめ、アイグロス、 
リングキュア、DMAE フリーズ、マジックアイクリーム等
皮膚科的治療
フォトフェイシャル／ YAG レーザー／ボトックス／アイバッ
クメソセラピー

口　　元
うっすらとほうれい線が表れる／マリオネットラインが気に
なり始める／口角がやや下がる
使用するプロダクツ
経皮吸収ヒアルロン酸（HA-TD）、ベビースキンクリーム、 
ウルトラエイジングクリーム
皮膚科的治療
サーマクール／タイタン／ボトックス

輪　　郭
余分な脂肪がつき、丸くなる／フェイスラインがはっきりし
ない／たるみ／二重あご
使用するプロダクツ
メソナイトジェル
皮膚科的治療
メソセラピー／サーマクール／タイタン／ボトックス

肌
乾燥肌や敏感肌が目立つようになる／毛穴が目立ちはじめる
／くすみ　しみ／小皺
使用するプロダクツ
経皮吸収ヒアルロン酸（HA-TD）をはじめ、各種プロダクツ
皮膚科的治療
マイクロクリスタルピーリング／フォトフェイシャル／タイ
タン

ニキビ
大人ニキビが増える／毛穴がつまりやすくなる
使用するプロダクツ
エクスフォリエーター／クレンザー／トナー等
皮膚科的治療
ウィークエンドピール／フォトフェイシャル

眉　　間
眉間に縦皺が入る
使用するプロダクツ
GHRH++p　DMAE フリーズ等
皮膚科的治療
ボトックス注入

唇
乾燥気味になる／乾燥小皺
使用するプロダクツ
E3 リップ／リップグロス／経皮吸収ヒアルロン酸（HA-TD）
皮膚科的治療
ヒアルロン酸注入

毛　　穴
ターンオーバー低下による毛穴のつまり／たるみ毛穴
使用するプロダクツ
NADH シリーズ
皮膚科的治療
マイクロ・クリスタルピーリング

シ　　ミ
ポツポツと小さいシミができ始める／肝斑
使用するプロダクツ
わさびクリーム／デルタピールジェル／カルシウムクリーム
皮膚科的治療
フォトフェイシャル／ルビーレーザー

精神面での変化 　使用するプロダクツ
仕事や恋のモチベーションが上がらない フェロモンスプレー／ GHRH++p
日常的にストレスを感じる エナジージェル／ GHRH++p ／他、各種ブレインサプリ等
性欲が下がる  ラブパッチ／ GHRH++p　ステップアップサプリ
不眠症 メディカルパフューム／メラトニンクリーム
偏頭痛が増える GHRH++p　　　　　　  皮膚科的治療    ボトックス

この年代の美白方法
フォトフェイシャル／マイクロクリスタルピーリング→クリスタルピーリングジェル／わさびクリー
ム→睡眠中にメラトニンナイトクリーム／他 GHRH++p 等

首　　元
たるみが出てきて、皺が入る
使用するプロダクツ
フェロモンネックキュア
皮膚科的治療
フォトフェイシャル／サーマクール／タイタン／ボトックス

ハリを取り戻し、

お肌を生まれ

変わらせる！



メディカルメソセラピーダイエット（注射及び内服プロダクツによる総合治療） ￥100,000 ～

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！！

Dr. アンディーズクリニックの
メディカルダイエット（医療痩身）
プログラムの中枢

Dr. アンディーズクリニックは、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

あなたが理想とする

身体作りを
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太る原因やストレスを根本から脳科学的に解消
リバウンドのないメソセラピーダイエット法

Before After

　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。

メソセラピーとは？

小顔メソセラピー

上半身メソセラピー（二の腕、背中）

中半身メソセラピー（お腹、ウエスト）

下半身メソセラピー（ヒップ、太もも、ふくらはぎ）

全身メソセラピー
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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・脂肪吸収調整〜

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ディカルダイエットメディスンです。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必要です。

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ディカルダイエットメディスンです。
過食症の改善に効果的です。 

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）

脂肪溶解　〜メソセラピー・塗るメソセラピー〜

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、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成分と、やる気
を出させるフェロモンを配合した痩身ジェルです。

　　　

(1) 皮膚のくすみやクマの改善 (7) 骨密度が増加する (13) 病気になりにくくなる
(2) 全身美白効果 (8) よく眠れるようになり、質の高い深い眠りが得られる (14) 外傷からの回復が早くなる
(3) 顔のシミやたるみが少なくなる (9) 疲れにくく、運動後の回復力が速やかになる (15) 風邪を引きにくくなる
(4) 外見が若返る (10) ストレスを受けにくくなる (16) フェロモン配合によって

        魅力的アップ効果(5) ボディラインが引き締まる (11) 運動機能の活性化
(6) 白髪の改善 (12) 意欲・気力が高まる

GHRH++p　GHRH ダブルプラス p  60ml    ￥60,000（約 2 ヶ月分）

効　能： 全身・顔のリフトアップ、全身美白効果、脳の老化防止、ストレス・肥満解消・記録力アップ。

主成分： ピラセタム、フェナルアラニン、チロシン、メチオニン、トリトファイン、など

ダメージを受けた肌や身体のパーツを修復するための新しい細胞は、眠っている間に作られます。Dr. アンディーズクリ
ニックは “ 眠っている間にケアする ” ＝「睡眠美容」を提唱しています。細胞の再生やダメージ修復に効果のある最新医
薬品成分を高濃度で配合。よりよい睡眠へとスムーズに導きながら、あなたを蘇らせます。全身美白、睡眠、ダイエット
の効能は一つのプロダクツに濃縮させた若返りホルモン「GHRH+」がバージョンアップ！ “GHRH + + p” を使うことで、
全身美白など様々な効果が期待できます。

GHRH++p で期待される効果

　手の血管が太くなるのは、血管の弾力の衰えが大きな原因の一つ。つまり、加齢によるものがほとんどでした。この治療にはこれまで、硬化療法
とレーザーとの併用治療が一般的でした。一月ほどで治るすばらしい治療でしたが、近年になり優れた硬化剤ができましたので、現在ではレーザー
に頼ることはありません。レーザーとの併用は過去の治療方法となりました。新しい効果療法は、体へのダメージも少なく、期間も１～２週間と短
くなったのが特徴です。以前よりもより、安心・安全で確実な治療方法になります。
※但し、解剖学的，血管の走行にもよりますのでカウンセリング時に詳しくご説明致します。

Before After

美しく若々しい手に甦らせる！（手の若返り）
 「手の甲の浮き出た血管」 の解消法

 浮き出た血管の硬化療法 

 フォトフェイシャルによる美白治療

 レーザー治療によるシミ取り

 経皮吸収ヒアルロン酸によるシワ取り



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。 

花粉症軽減に　“ 革命的 ”　な効果！（今から対策を…）

花粉症は国民病と言えるほど…。　鼻水、目のかゆみ、くしゃみだけでなく、肩こり、集中力の

著しい減退、体のだるさなど、生活するにも大きな支障をきたす花粉症。Dr.アンディーズクリニッ

クでは、経皮吸収システムの原理を使った花粉症治療薬　『経皮吸収抗ヒスタミン剤』　を独自に

開発しました。このヒスタミン剤は、皮膚に塗布するだけで花粉症の不快な症状の緩和に大きな

成果を上げています。内服薬のような副作用が非常に少ない点も注目されています。
『経皮吸収抗ヒスタミン剤』　
　¥20,000 ／ 1 本　（1 ケ月分）

Dr. アンディーズクリニックまで


