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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

苦しみながらダイエットする必要はもうありません。

Dr. アンディが開発した最新プロダクツを用
いた「ノーストレスダイエット」とは…

　Dr. アンディのメディカルダイ
エットでは、ダイエットにおける
ストレスケアを重要なものとして
とらえ、ダイエットのカギとなる

『脳の働き』をサポートする独自
開発したブレインサプリメントに
より脳の神経伝達物質のバランス
を整えて、脳から痩せやすい・太
りにくい身体を作ります。ストレ
スケアとダイエットと同時にする
ことによって、リバウンドのない
ダイエットを実現しましょう。

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。 

ノーストレスダイエット
飲んで塗って痩せられるって本当？？

　「夏に向けてダイエットをしてみたけど、上手くいかなかった」「ダ
イエットをしても、なかなか結果が出ないためいつも途中で諦めてし
まう」こういう悩みを持っていてクリニックに相談に来る方は沢山い
らっしゃいます。

　そういう方の特徴として挙げられるのが、「痩せにくく、太りやす
い体質」を持っているという事です。
そのため、理想の体形を維持するために人一倍努力が必要となり、非
常にストレスになっています。

　そこで、Dr. アンディーズクリニックでは、オリジナルのメディス
ンを用いて神経伝達物質のバランスを正常に保ち、痩せるための脳内
環境を作り出します。そうする事で、新陳代謝が高まり脂肪のたまら
ない太りにくい体質に変化させたり、食欲を抑制して自然と食べる量
を減らすことが出来るようにします。

　こういった痩せるための脳内環境を作り出せば、無理なダイエット
をする必要がなく、今まで通りの食生活・ライフスタイルのまま理想
の体へと変化していくので、ストレスを大きく減らすことが出来ます。
また、代謝が高まりストレスも減っていくので、体だけでなく「肌」
もどんどん美しくなっていきます。
身体のすべては脳が司っているので、脳に直接働きかけることが出来
れば、「美の連鎖」を生み出すことが出来ると、Dr. アンディは考えて
います。

ダイエットのカギとなる『脳の働き』をサポート
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ダイエットをしたり、様々な努力をしても自分の魅力を引き出せない　　　。
異性にアピール出来る自分になることを、諦めていませんか？

　「魅力」を上げるためにはフェロモンが非常に大切な
ため、Dr. アンディーズクリニックでは「フェロモンセラ
ピー専門外来」をご用意しています。

・最近無理なダイエットを行った
・努力をしているが、異性にアピール出来ていない
・落ち込んでいたり、ネガティブな気分でいることが多い
・仕事や商談がうまくいかないことが多い　

　現在の体調・ストレスや悩みなどの心理面・ライフスタイルなどからフェロモンが上手く分泌出来ているか

を診断し、問題がある場合はフェロモンの分泌を促すメディスンや、フェロモンを含むプロダクツを処方し、
魅力をアップさせます。
これも、分子生物学・薬理学などを学んだ医学博士である Dr. アンディだから出来る施術だと考えています。

　ダイエットやスキンケアをして、自分の「魅力」を上げようと努
力をしている人は多いのではないでしょうか。しかし、そういう人
が見逃しがちなのが、「フェロモン」です。
　「フェロモン」というのは、体内で作られるもので、汗腺などから
分泌される物質です。このフェロモンを嗅覚で感知されると、異性
を引き寄せるとされています。
そしてこのフェロモンの分泌には、ホルモンバランスや各臓器の健
康状態などが非常に重要とされています。そのため、無理なダイエッ
トをしてホルモンバランスが崩れていたり、臓器に問題が生じてい
たりするとフェロモンの分泌が大幅に減ってしまいます。
フェロモンの分泌量が少ないと、折角外見は理想の体になっていて
も、他人からは魅力的に見られなくなってしまいます。

　そのため、本当の意味での「魅力的な人」になるためには、外見
だけでなくフェロモンについても考えなくてはいけません。

無理なダイエットは、「魅力」を上げるとは限らない！？
「魅力」を引き出すフェロモンの重要性とは

 Dr. アンディーズクリニックの

フェロモンセラピー

こういう人におすすめ

　トータルライフマネージメントを提供する Dr.アンディーズクリニックでは、
患者様お一人お一人のお悩みやライフスタイルに合わせて各種メニューの組み
合わせをご提案しております。

　人によって「体質」も「生活スタイル」も異なるので、Dr. アンディによる
丁寧なカウンセリングを通してより高い相乗効果を望めるメニューの組み合わ
せ、ご自宅でご使用されるプロダクツのご提案を行っていました。
それらが患者様の口コミによって “ 自分だけのオリジナル裏メニュー ” として
ひそかに人気を集めるようになりました。ニューサイラン、アレカヤシ、オクラ、鶏頭

８月１日生け
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ノーストレスダイエットメディスン

フェロモンを含んだプロダクツ
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）

Pheromone Spray　フェロモンスプレー 60ml     ￥30,000　男性用／女性用（約 1 ヶ月分）

Pheromone Body Wash　フェロモンボディウォッシュ 250ml    ￥15,000（約 1 ヶ月分）

Pheromone Lotion　フェロモンローション 250ml     ￥20,000　男性用／女性用（約 2 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　〜メソセラピー・塗るメソセラピー〜

即効性の高濃度フェロモンスプレー

フェロモン配合ボディシャンプー

フェロモン配合ボディローション

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。

効　能： 魅力・モチベーションアップ、自己アピール
主成分： アンドロステンノール、コプリン、アンドステノン、ローズオイル、ヒュゴボーズ、

など
「ここぞ！」というときの即効性が必要なときの高濃度フェロモンのスプレータイプ。
女性用はエレガントなローズの香り、男性用はさわやかなアクア系の香り。 即効性。

効　能： 魅力・モチベーションアップ、自己アピール
主成分： アンドロステンノール、コプリン、アンドステノン、イソプロピルミストレイト、

など
肌のトリートメントも同時に行えるフェロモン配合のボディシャンプー。香りのセラピー効果でシャ
ワータイムにリラックス。洗い上がり後、さわやかな香りとフェロモンで異性を惹き付けます。

効　能： 魅力・モチベーションアップ、自己アピール
主成分： アンドロステンノール、コプリン、アンドステノン、イソプロピルミストレイト、

など
マイルドな使い心地のフェロモン配合ボディローション。エイジングによるダメージを修復し、保湿
しながらふっくらといきいきした肌に整えます。また、脱毛後のケアにもお使いいただけます。

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ソブレインサプリメントです。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ソブレインサプリメントです。
過食症の改善に効果的です。 



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。 

　数々の美容企画を成功させている、「永遠の二十歳」こ
と浜田ブリトニーちゃん。
　そんな彼女を世界一可愛い二十歳に磨き上げるため、
Dr. アンディがオリジナルコースを考え、現在クリニックで
施術を行なっています。
　果たしてブリトニーちゃんはどこまで可愛くなるのか！？
近日 HP や blog で公開予定なので乞うご期待！

浜田ブリトニーちゃんが行なっているフォトフェイシャルの無料体験を、抽選
で 3 名様にプレゼント！　ご希望の方は、クリニックまでお申込み下さい。

Dr. アンディーズクリニックまで

↑浜田ブリトニーさんが使用中のプロダクツ
←浜田ブリトニーさんと Dr. アンディ


