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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

皮下脂肪・内臓脂肪・セルライトすべてにアプローチ

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。 

人知れず（ナイショ！）痩身できる…、痛くない、腫れない、ナチュラル痩身術。
そして…フェロモン効果で愛され、求められる相手になる。

メソセラピーは脂肪細胞を破壊し排出させる上に、体に無理な負担
をかけないで痩せられる画期的な施術です。
どんなにダイエットを頑張っても痩せられない人、バストサイズは
落とさないで痩せたい人、より理想の体型にしたい人などにおすす
めです。特に Dr. アンディが開発したメディカルダイエットプロダ
クツをつけたメディカルメソセラピーダイエットのコースは、メディ
スン（内服薬）によって継続的な痩身効果が得られ、理想の体型に
より近付けるこ
と が 可 能 で す。
痛くない、腫れ
ない、切らない
痩身術を是非ご
体験ください。

メソセラピーダイエットお試しコースで

トライアル10days ： 99,800 円  をご用意しています。
（ メソセラピー 1 回・メディカルメディスン：4 種類の 10 日分・フェロモン 1 ヶ月  ) 

※新規の方限定 　※注射はトライアルにつき１回のみで希望部位は（顔を除いて）体の全ての部位は可能

即効果が期待できるメソセラピーメニューで、理想のボディを手に入れよう !!

脂肪溶解メソセラピーで “ 必ず 痩せる！ ”
Dr. アンディーズクリニックの 
トライアングルダイエット

Dr. アンディの最新美容医療の一つであるフェロモンは、
セクシーな雰囲気やフレグランスのようなものではあり
ません。生物の体内で作られるもので、汗腺などから分
泌されると、それを察知した同じ種の生物に、本能的な
行動や、生理的変化を起こさせる物質です。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。 

フェロモンとは？
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皮下脂肪

内臓脂肪 セルライト
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内蔵脂肪

妊娠脂肪



ポイント
Dr. アンディが開発した最新の薬剤を使用しているため、
腫れや肌トラブルが起こりません。

ポイント
オリジナルのカクテル注射・メソメディスンの処方によ
る理想的なダイエットプログラムでリバウンド知らず！

ポイント
高度な注射技術やオリジナルのカクテルで全身同時に 
施術可能

ポイント
注射針や痛みが苦手な人にも行える、オリジナルの 

「塗るメソセラピー」

ポイント 脂肪吸引などが原因の他院の修正施術が可能
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Dr. アンディーズクリニックのメディカルメソセラピーダイエット（脂肪溶解注射）の特徴
トータルライフスタイルマネジメント

Dr. アンディが開発したオリジナルのメソセラピーの 5 つのポイントをご紹介致します。

「飲んでやせる」 メディカルダイエットメディスン
Dr. アンディのダイエットメディスンは、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、自然と痩せやすいリバウンドしにくい身体へと導きます。

「塗ってやせる」 Dｒ.アンディの経皮吸収システム
Dr. アンディが独自に開発した「経皮吸収システム」は、ナノテクノロジー技術を活用し、肌に塗布して瞬時に吸収させ、有効成分
を細胞レベルまで到達させます。老化を防ぐ抗酸化・抗糖化成分を医薬品レベルで高配合しているので、痩身や肌、髪、そして全
身の若返りへの再生を促します。

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）

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　〜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、フォスファチジルコリン、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。

効　能： 体内脂肪燃焼
主成分： フコキサンチン、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つくります。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スンです。
過食症の改善に効果的です。 
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 メソセラピーダイエット 2 か月集中コース： 400,000 円 ( 部分痩身 ) ～ 650,000 円 ( 全身痩身 )

メソセラピーによって理想的なボディラインをつくるこの「メソセラピーダイエットの施術」は、Dr. アンディーズクリニック
のオリジナルメソッドです。皮下脂肪・内臓脂肪・セルライトすべてにアプローチし、“No pain” “No stress” で劇的な痩身効
果を実現することができます。
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Dr. アンディの参加している奉仕活動の一つ（国際ロータリーでポリオ撲滅運動）

　今年で 108 歳を迎えた国際ロータリーの今年度テーマは「Engage Rotary, Change Lives」、
「ロータリーを実践し、みんなに豊な人生を」です。世界 200 カ国以上、120 万人を超えるロータリアンは、
今、この時も世界各地、約 35,000 のクラブで平和のために、様々な人道支援、保健活動、飢餓追放、貧困
救済、新世代育成、国際平和プログラムに奉仕活動として、携わっています。国際ロータリーのロータリー
財団の重要な活動の一つである「全世界からポリオ／小児麻痺を撲滅する運動」をご紹介します。

　ポリオは現代においても非常に怖しい病気です。ポリオウイルスに感染すると、脊髄障害を起こし、手足
に麻痺があらわれ、治療不可能な後遺症を残します。頸髄を侵されると、死に至ることもあります。ポリオ
に感染するのは主に乳幼児ですが、ワクチンで防ぐことができるということが重要なポイントです。

　1979 年にフィリピンの子どもたちにポリオ予防接種をはじめて以来、世界保健機関（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策センター
（CDC）、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団と協力し、全世界のロータリアンは懸命にポリオ撲滅活動を続けてきました。
　1988 年、世界保健機関総会は世界からポリオを根絶することを目標とする決議を採択しました。そして、1994 年、北米および中
南米地域 , 2000 年、西太平洋地域、2002 年、ヨーロッパ全域でポリオ絶滅が宣言され、現在では全世界の 99.9 パーセントの地域
でポリオは撲滅されました。しかし、ポリオは、現在、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタンの 3 カ国で常在して、285 症例
は確認されています。（※また最近では、内戦が続くシリアでポリオの流行が確認されたと発表がありました。）
　ポリオは人間から人間へ感染するので、感染が１件でも確認されている限り、すべての子どもがポリオの脅威にさらされていると
いうことになります。つまり、まだまだ油断は許される状況ではありません。
　国際ロータリーが 1985 年から取り込んでいるポリオ撲滅運動は、最終局面を迎えております。2013 年 4 月の世界ワクチンサミッ
トにて、「2014 年までにポリオ発症をなくす」、「2018 年までにポリオの撲滅を証明する」と
いう撲滅計画を発表しました。この計画では、55 億ドルの資金が必要とされ、サミットを通じ
て現在 40 億ドルの寄付が確保されました。リスボンロータリー国際大会にて、ロータリーはビ
ル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団と、ポリオ撲滅活動を支援するパートナーシップの拡大を
発表しました。そして、2018 年まで、ロータリーがポリオ撲滅に寄せる寄付に対して、ゲイツ
財団が 2 倍の金額を上乗せすることになります。「ポリオのない世界」を実現するために、今こそ、
皆様の力を貸してください。忘れないでください。ポリオ撲滅はワクチン接種にて予防可能だ
ということを！

人類とポリオとの戦いの歴史
世　　　界 日　　　本 ロータリー

BC1580 - 1350 エジプト第 18 王朝の石碑像
1840 ドイツ最初の注意深い臨床的記述
1905 スウェーデンで流行
1916 米国で大流行
1952 米国でポリオ最悪の流行
1955 Jonas Salk 博士の不活化ワクチン（World Polio Day Oct 24th)
1959 輸入 IPV 接種開始
1960 北海道でポリオ流行・全国で 1 型ポリオ流行
1961 Albert Sabin 博士の生ワクチン (1 型と 2 型） ポリオ生ワクチン緊急輸入、全国一斉集団接種
1962 生ワクチン 3 型
1963 Trivalent（3 価）ワクチン
1964 予防接種法上で国産 OPV 接種可能となる
1967 WHO 天然痘根絶計画発表
1979 フィリピンで 600 万人の小児へワクチン投与
1980 天然痘根絶宣言
1985 ポリオ・プラス計画発表
1988 WHO 総会で（2000 年までにポリオ根絶）決議

GPEI（WHO、UNICEF、CDC、PI、各国政府） 2 億 4,700 万ドル募金達成
1994 アメリカ地域でのポリオ根絶宣言
2000 西太平洋地域でのポリオ根絶宣言
2001 ヨーロッパ地域でのポリオ根絶宣言
2003 募金総額 5 億ドルに
2009 寄付総額が 8 億ドルに
2011 インドでポリオ最後の症例
2012 インドがポリオ流行国リストから外れる 寄付総額が 12 億ドルに
2014 インドでのポリオ根絶宣言（予定）
2018 世界からのポリオ根絶宣言（予定）



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. Andy presents The World Famous  PLATTERS  Christmas Dinner Concert 2013
Dr. アンディーズクリニック主催で行われる ‘50 年代の R&B の代表でもある「オンリー・ユー」
をはじめ、長年歌い継がれてきた珠玉の名曲をあなたにお届けするディナーコンサートのお
知らせです！みんなで楽しもう！！　チケット料金 35,000（料理、飲物込み）

〔お問合わせは、03-3401-0720　Dr. アンディーズクリニックまで…〕
《12月 11日（水）東京會舘 9F ローズルーム　18:00開演》

＊本公演の収益の全ては、国際ロータリーのロータリー財団「ポリオ撲滅活動」に寄付されます。

 

チケット残り僅か ! ！

Dr. アンディーズクリニックまで


