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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

ウエスト

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

ツを中心としたメソセラピーパーツケアです。
どの治療も No Stress   No Pain   No Side Effects  をモットーに行っています。

メソセラピーとは注射技術のことで、脂肪溶解メソセラピー
は注射で気になる余分な脂肪を溶解し、排出する治療です。
注射をするだけで身体のラインが綺麗になり、一度痩せたら
…リバウンド知らず！
痩せたい部分だけにメソセラピーのカクテル（治療薬）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。〈※ラブハンドルに最適！〉
また、施術直後でも身体への負
担は無く、ダウンタイム（施術
から回復するまでの時間）無し
の治療が魅力的。
大切な日のために……“ 今すぐ
痩せたい ” という「駆け込み痩
身」も可能です。
※欧米では、ウェストについた余分な脂肪を “ ラブハンドル ” と呼びます。

浜田ブリトニーちゃんも Dr. アンディのメソセラピーで部分痩身の 
効果を実感しています !!

パーツケア

一度痩せたら…リバウンド知らず !
即効果の期待！“今すぐ痩せたい”というあなたに

理想的なくびれに！

Dr. アンディーズクリニックで、彼女たちのよ
うな理想のボディラインにしてみませんか !?
双子の姉妹（The Chang Sisters：チャンシスターズ）
中西 舞（Chang Yi）とロレライ（Chang Li）は中
国の北京に生まれ、共に幼い頃からダンスと書道
にいそしみ育ちました。20 年前から生活の基盤を
日本とアメリカに
移 し、 そ れ ぞ れ の
道を歩み始めた二
人には数年前から

「ダンスと書のコラ
ボレーションを一
緒にやりたい」と
いう夢を実現でき
ました……。

Dr. アンディが協賛する !!
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Before After（二週間後）



2

パーツケア　　　　　細かいところもプロの手を借りて部分痩身！！
Dr. アンディーズクリニックの最新治療で、自分自身ではなかなか痩せられない気になる部分を
理想の状態に !!

首

Dr. アンディーズクリニック独自の最新治療とプロダクツによる
トータルケアで、たるみ・シワ・シミのないすっきり首元に…

お顔のケアは万全でも… 　“ 首のケア ” を怠っていませんか？

ネックケア2

》サーマクール CTP400　　￥300,000 ／ 60 分
サーマクールは、レーザー機よりも長い
波長を持つ高周波 ( ラジオ波 ) を用いた
装置で、シワ・タルミの原因である緩ん
だ皮膚真皮や筋肉層にダイレクトに働き
かけ、首のシワ・タルミにも高い効果を
発揮します。

》わさびクリーム　　20 ｇ／￥15,000（約 1 カ月分）
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。首元の気になるシミや黒ずみに効
果を発揮します。

》フェロモンネックキュア　　60ml ／￥30,000（約 2 カ月分）
首元のシワやたるみを改善し、皮膚の細胞を
再生させる首専用トリートメントです。フェ
ロモンによって魅力アップ効果。なめらかで
若々しい首をアピールすることが出来ます。

》フォトフェイシャル　　￥30,000 ／ 1 回
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 の照射により、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）に直接働きかけ、肌の調子を整えま
す。首のシワ・シミを解消し、すっきり
した首元になります。 

》ボトックス 療法（注入治療）　　￥120,000 ／ 1 回
ボトックス療法は、メスや麻酔なしの注射によるシワ治療です。
ボトックスを筋肉または皮下に注入し、シワの原因となる筋肉を
弛緩させシワをできなくする治療法です。

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
　フスタイル改善法に迷ってい
　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

経皮吸収プロダクツ￥100,000 分を含む

当クリニックでは高い安全性と実績を持ち、患者様のご希望を伺いなが
ら、高度な技術で施術を行います。
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手　首

足　首

Dr. アンディーズクリニックでは他院にない独自の脚痩せ脂肪溶解メソセラピーと “ 塗るだけで痩せられる ”
フェロモンメソナイトジェル（経皮吸収システム）などによる治療で美しい脚ラインを実現します！

手は第二の顔とも言われており、手の年齢は隠せません…。Dr. アンディーズクリニックでは、美しく若々しい手に戻す
ために「手の若返りプログラム」を提供します！！

足首を細くしたい！とお悩みの方に！！

ハンドケア

綺麗に引き締まった足首美人
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》ハンドベインの治療〔硬化療法〕 ￥100,000 ～

手の甲から手首にかけて浮き出ている血管を解消する
施術

》手の部分痩身

Dr. アンディが独自に開発した経皮吸収システムで部分痩
せ効果が期待できる「フェロモンメソナイトジェル」で
手の甲から手首の脂肪溶解を促進、細くしなやかな理想
の手を実現させます。

手首や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 After

◆  手全体が太くてなってきた…。

◆ 手の甲から手首にかけて浮き出た血管（ハンドベイン）
が目立つようになってきた…。

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、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。



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。 

双子の姉妹（The Chang Sisters：チャンシスターズ）のお知らせ
Dr. アンディが協賛する「チャンシスターズ」の躍動感溢れる “ 踊り ” と独創的
な “ 書 ” を是非ご覧下さい。
また彼女たちの綺麗な素晴らしいボディラインもご覧下さい。

The Chang Sisters：チャンシスターズ公演
7月 28日（日）新橋ヤクルトホール　18:00開演

 

Dr. アンディーズクリニックまで


