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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

ハンドケア

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。 

　Dr. アンディが研究開発したアジアで唯一の施術、経皮吸収のプロ
ダクツを中心としたパーツケアです。
どの治療も No Stress　No Pain　No Side Effects をモットーに行って
いる最先端医療です。

　Dr. アンディーズクリニックでは、
ハンドベイン治療を中心に経皮吸収の
プロダクツを併用します。患者様のお
悩み、ライフスタイルに合わせたカス
タマイズ治療ができます。

第 2 の顔といわれる手のケア !!

パーツケア
手だけの “ 痩身 ” って知ってる？
 　手は肌露出の多いパーツです。太った手では人
の目も気になります！

1 手の痩身

Fat Hands!?

Beautiful Hands!!
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パーツケア

女は手から年を取る！ 　最新の手の若返り治療で、細くしなやかな手、若々しく
潤いのある美しい手に生まれ変わりましょう！

ハンドケア
フォトフェイシャル
フォトフェイシャルとはＩＰＬ（インテンス・パルス・ライト）という
特殊な光を使った美肌治療器です。ＩＰＬを照射すると、肌の内部で光
エネルギーから熱エネルギーに変化し、ターゲットの色素（メラニン、
ヘモグロビン等）にダメージを与え、肌トラブルを改善します。また、
繊維芽細胞を活性化して、コラーゲンやエラスチンの増殖を活増殖させ、
シワ、たるみ、毛穴などを解消します。

Dr. アンディーズクリニックでは、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）を使用しています。
安全性が高く、施術時間が短縮できるのも魅力な治療です。

シミ、くすみに対する美白ケア、しわケアの最先端治療とプロダクツ3

しわ・シミ・手の浮き出た血管にお悩みの方に…!!
手の甲の浮き出ている血管を解消する　　　［硬化療法］

ハンドケア

手の甲の浮き出た血管を凝固させ、1 ～ 2 週間で血管は体に吸収され、消滅していきます。

Before BeforeAfter After

2 ハンドベイン

ハンドベインに硬化療法を行える“アジア唯一” のクリニックです !!

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）

手の痩身　～塗るメソセラピー（細くしなやかな手の為に）～

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。フェロモンも配合し、魅力アップ効果も期待できます。

手の痩身…  プロダクツ
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ボトックス療法（手のひら注射）と脳の安定（飲み薬）で手のひらの汗を遮断し、スッキリ！
手のひらにボトックスを直接注射し、汗の分泌を支配す
る神経を遮断して、アポクリン腺やエクリン腺といった
汗腺の活動を制御し、汗の分泌が抑えられます。
汗腺を取り除くわけではないので効果は半永久的なもの
ではありませんが、ボトックスはアレルギーや副作用の
心配もなく、ダウンタイムなしで安心して受けていただ
けます。

〔治療時間 ： 10 分程度 ／ 手のひら（両手） ￥200,000　※ブレインカルム（飲み薬）を含む〕

ハンドケア 4 手のひらに汗をかきやすく、人と握手ができない…とお悩みの方に！！

Wasabi Cream　わさびクリーム 20g    ￥15,000（約 1 ヶ月分）

高い美白効果　～経皮吸収システム（常に潤いのある手に保ちます）～

効　能： シミ、部分美白、デリケートゾーン、乳頭乳輪等の美白
主成分： 天然わさび、ハイドロキノン、ブタレイタットハイトロトルネ、など

天然わさびに含まれる抗酸化抗糖化美白成分に着目した部分美白クリームです。手のシミはもちろん
乳輪・乳頭やデリケートゾーンの黒ずみ、ワキの下やビキニラインの黒ずみにも効果を発揮します。

Delta Peel Gel　デルタピールジェル 50g    ￥12,000（約 1 ヶ月分）

瞬間美白　～使ってすぐ美白効果が実感できるピーリングジェル～

効　能： 瞬間美白、余分な角質・汚れの除去
主成分： ブタリングリコル、メチュルコバラミン、カボポール、アミノ酸など

瞬間美白のピーリングジェル。塗って軽くマッサージしながら洗い流すだけで、余分な角質を穏やか
に除去し、すっきり明るい肌色に導きます。顔、身体など全身の部位に使用可能です。

Hand Cure　ハンドキュア 40g    ￥20,000（約 2 ヶ月分）

手の美白・シミ　～経皮吸収システム（常に潤いのある手に保ちます）～

効　能： 手肌のシワ・乾燥の改善、ダメージの修復
主成分： コラーゲン、シトリス酸、ナトリウムドライダイベイシック、など

手の老化現象を改善し、乾燥や老化によるダメージを修復するコラーゲンベースの高機能ハンドクリー
ム。ふっくらとしたハリのある手肌へと導きます。
ハンドクリームとの併用が効果的です。

Hand Cream　ハンドクリーム 60g    ￥16,000（約 2 ヶ月分）

透明感ある手肌を維持

効　能： 手肌の老化防止・保護、美白効果
主成分： オッシチルドデカノール、ステアリック酸、PEG-100、パルチミック酸、など

皮膚の血液循環を高め、水分を保ち細胞を活性化させるハンドクリーム。紫外線やフリーラジカルに
よるダメージから肌を保護。シミを予防し、透明感ある手肌へと導きます。

ブレインカルム（飲み薬）　 60Caps.    ￥20,000（約 2 ヶ月分）

効　能： 脳の安定感アップ
主成分： GABA、イノシトール、ビタミン B、コンプレックス、など

神経伝達物質 GABA の分泌を整える「脳に安定感を与える」。　心臓がドキドキする、冷え性、多汗症、
イライラするなどお悩み方に。



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. アンディが滋養強壮健康（黒生姜）茶を独自に開発しました !
黒生姜、杜仲茶、ハトムギ茶、高麗人参、西洋人参、生姜、霊芝、甘
草の厳選素材 8 種類のブレンド茶です。高機能原料を徹底した品質管理
で、飲みやすく体感して頂けるお茶に仕上げました。毎日の活力アップに！！

 好評発売中！　〔3/1 より発売しています。〕
30 パック入り：￥5,500 円（税込）

 

新商品発売の
お知らせ

Dr. アンディーズクリニックまで


