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手の年齢は隠せない

Dr. アンディ のライフスタイルマネジメント医療

顔と同じように手の老化も目立つようになります。
あなたの美しく若々しい手に戻すために、
手の若返りプログラム Dr. アンディのハンドジュビネレーションを。

「手は年齢を隠せない」とよく耳にします。それだけに「手が美しい」とい
われるのは、女性にとって大変うれしいことです。
しかし顔は若々しくハリがあるのに、手にはシワやシミなど老化に兆しが現
われていたり、大きく浮き出た静脈や、手の静脈、青い血管などのハンドベ
インが異常に浮き出た手をした女性を見かけることがあります。
Dr. アンディーズクリニックではより若々しく美しい手の為に、手の若返り
プログラムをご提供しております。

血管の浮き出た手はお顔以上に老いを目立たせます。
手の浮き出た血管 ( ハンドベイン ) を解消する硬化療法は、体への負担・悪
影響も少なく痛みもありません。
次第に血管は吸収され目立たなくなっていきます。

手のしわはハンドキュアで、手の痩身は塗るメソセラピー、手の美白・シミ
は特殊経皮吸収システムなどで手のアンチエイジングを可能にします。
若々しい細くしなやかなで、いつまでも潤いのある美しい手に保ちます。

手の甲の浮き出ている血管ハンドベインの治療

手を若く美しくする治療法について

手の甲の浮き出た血管にお悩みの方は

手のしわ・痩身・美白・シミにお悩みの方は

ハンドケア・手のアンチエイジング

次ページで詳しく紹介します！！

手の甲の浮き出ている血管を解消する　　　［硬化療法］

細くしなやかな手、 若々しく潤いのある美しい手に甦ります。

［ハンドキュア （最新の手の若返り治療）］

見られているからこそ

美しく瑞々しい手に

～手の若返りプログラム～

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。 



2

見られているからこそ

美しく瑞々しい手に

～手の若返りプログラム～

手を若く美しくする治療法について

手の甲の浮き出た血管にお悩みの方は

手のしわ・痩身・美白・シミにお悩みの方は

手の甲の浮き出ている血管ハンドベインの治療

ハンドケア・手のアンチエイジング

手の甲の浮き出ている血管を解消する　　［硬化療法］

細くしなやかな手、 若々しく潤いのある美しい手に甦ります。 　　　［ハンドキュア （最新の手の若返り治療）］

　若い女性でも手の甲の血管が青く浮き出ている方は少なくありません。この浮き出た血管を解消するための方法が、

硬化療法です。

　まず血管の状況によっては、なくしたい静脈に硬化剤を注入して血管を消滅させる「硬化療法」 を行います。

　次にその部分の血液を凝固させます。１〜２週間もすると血管 は体に吸収され、目立たなくなって消滅していきます。

体への負担も少なく痛みもありませんし、日常生活に支障をきたすことがありません。治療後は 「抗酸化、抗糖化ハン

ドクリーム・ハンドキュア」などによるアフターケア も万全に行っていただけます。

下肢の毛細血管、静脈瘤の場合も硬化療法は最も効果的です。

※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。

　今でも手のシワ治療に針を用いたメソリフト施術を行

うクリニックもあります。

　Dr. アンディーズクリニックでは特殊な経皮吸収シス

テムによる「ハンドキュア」クリームの開発によって最

新の手の若返り治療を可能にしました。これは注射をし

なくても、皮内に有効成分であるヒアルロン酸やポリビ

タミン、マルチミネラル、メソセラピーカクテルを届け

ることが出来るので傷跡の心配がありません。

　「ハンドキュア」の治療後は「ハンドクリーム」でのフォ

ローアップをおすすめします。 

After（施術 2 週間後）Before

血管一本 100,000 円（税込）
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今月の Dr. アンディ通信

Hand Care ハンドケア

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）

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

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

Wasabi Cream　わさびクリーム 20g    ￥15,000（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）〜

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〜

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）〜

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： 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。

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。

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。

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。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。

ルーム・トゥ・リードは、ジョン・ウッドにより 2000 年に創設され

た NGO 団体です。 

途上国で学校建設、図書館建設等のプログラムを実施し、2015 年ま

でに 1000 万人の子どもたちに教育を提供することを目指しています。

2012 年４月２０日東京アメリカンクラブで開催された Gala Auction 

Dinner に協賛。一日も早く、目標に到達でき

るように願っています。

http://japan.roomtoread.org/



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、

どなグンニンラの朝、ンイワスンラフ、理料アリタイ、）理料都京（ 理料本日--き歩べ食

【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。

。賞受）drawA fleS evobA ecivreS（ 賞誉栄高最ーリターロ際国

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。
抗酸化抗糖化メディカルサプリメント、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。 

聞きます、診断します、治療します、解決します。

Dr.アンディーズクリニックスタッフまで
お問い合わせください




