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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

年 内 に 一 気 に い ら な い も の を 出 し
（体内有害金属のキレーション、メディカルダイエットメソセラピーによる、脂肪とセルライト） 
ホ ル モ ン バ ラ ン ス を 取 り 戻 し ま し ょ う 。

★人気急上昇！メディカルメリディアンセラピー（経絡美容・指鍼・温灸）とは

　「質の高い睡眠」が取れている人ほど、ダイエットしやすいという研究結果があります。
また、クリスマスシーズンになるとマインド・肌の疲れが増え、食欲が増強し食べる量が増
えるため、「一年を通して最も質の高い睡眠が必要な季節」となります。
　Dr. アンディーズクリニックではライフスタイルマネジメント医療の観点から睡眠の質を
高めるために、得意とする西洋医学の「メソセラピー」・「オリジナルプロダクツ」を用いた
施術に加え、東洋医学、中医学の考えである「経絡美容」を導入した「メディカルメリディ
アンセラピー」による睡眠美容を組み合わせたコースをご用意しています。

　患者様の症状により、経絡を指針により刺激し、経皮吸収型のセロトニンプロダクツを用
いて体質の調整と神経のアンバランスを調和します。また、「経皮吸収システム」を応用した、
体内への吸収効率の高い「へそ」の上に精油を塗り、上から熱で温め体内へ吸収させます。
このように東洋西洋医学の統合知識で治療することで、睡眠の悪循環を正常化させるだけで
なく、体の気・血・水の巡りを整えます。
　睡眠の質を高めるだけでなく、男性の場合は血行不良や循環障害、女性の場合は血行不良、
むくみ、腰痛、冷え、女性の生理不順、月経前症候群 （PMS) などの改善に効果があります。
この機会に是非、美容医療のパイオニア Dr. アンディーズクリニックの最先端医療を体験し
てみてはいかがでしょうか！？

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。 

★ The Most Popular Treatments and Products
2012 年の人気の施術と人気のプロダクツを紹介

　Dr. アンディーズクリニックでは一年を通しての業績を集計し、本年度 “ 人気の施術 ” と “ 人
気のプロダクツ ” を調査しました。その美容施術の流れとプロダクツについて次のページで
ご紹介します。

心も身体も素敵に

Merry Christmas!!
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　　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 ～

　　手の浮き出た血管（ハンドベインの治療）	 ￥100,000 ～
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The Most Popular Treatments and Products
この１年間の “ 人気の施術 ” ＆ “ 人気のプロダクツ ”

1.		メディカルメソセラピーダイエット	・・女性８０％	 男性２０％
2.		手の浮き出た血管	・・・・・・・・・・女性９０％	 男性１０％
3.		経絡美容	・・・・・・・・・・・・・・女性１００％	 男性０％
4.		全身美白	・・・・・・・・・・・・・・女性１００％	 男性０％
5.		フェロモン	・・・・・・・・・・・・・女性と男性とも	 ５０％
6.		バイオアイデンティカルホルモン	・・・女性７０％	 男性３０％

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
　フスタイル改善法は迷ってい
　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

　手の血管が太くなるのは、血管の弾力の衰えが大きな原因の一つ。つまり、加齢によるものがほとんどでした。この治療にはこれまで、
硬化療法とレーザーとの併用治療が一般的でした。一月ほどで治るすばらしい治療でしたが、近年になり優れた硬化剤ができましたので、
現在ではレーザーに頼ることはありません。レーザーとの併用は過去の治療方法となりました。新しい効果療法は、体へのダメージも少
なく、期間も１～２週間と短くなったのが特徴です。
以前よりもより、安心・安全で確実な治療方法になります。
※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。

After（施術 2 週間後）Before

施術 BE S T 3 をご紹介
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グリーンティ、イランイラン、サンダルウッド、
ジャスミン、グレープフルーツ、ローズを配
合した香りの 6 種類から、その日の気分また
はお好みに合わせてお選びください。

　　　

(1) 皮膚のくすみやクマの改善 (7) 骨密度が増加する (13) 病気になりにくくなる
(2) 全身美白効果 (8) よく眠れるようになり、質の高い深い眠りが得られる (14) 外傷からの回復が早くなる
(3) 顔のシミやたるみが少なくなる (9) 疲れにくく、運動後の回復力が速やかになる (15) 風邪を引きにくくなる
(4) 外見が若返る (10) ストレスを受けにくくなる (16) ヒトフェロモン配合によって

        魅力的アップ効果(5) ボディラインが引き締まる (11) 運動機能の活性化
(6) 白髪の改善 (12) 意欲・気力が高まる

GHRH++p　GHRH ダブルプラス p  60ml    ￥60,000（約 2 ヶ月分）

効　能： 全身・顔のリフトアップ、全身美白効果、脳の老化防止、ストレス・肥満解消・記録力アップ。

主成分： ピラセタム、フェナルアラニン、チロシン、メチオニン、トリトファイン、など

ダメージを受けた肌や身体のパーツを修復するための新しい細胞は、眠っている間に作られます。Dr. アンディーズクリ
ニックは “ 眠っている間にケアする ” ＝「睡眠美容」を提唱しています。細胞の再生やダメージ修復に効果のある最新医
薬品成分を高濃度で配合。よりよい睡眠へとスムーズに導きながら、あなたを蘇らせます。全身美白、睡眠、ダイエット
の効能は一つのプロダクツに濃縮させた若返りホルモン「GHRH+」がバージョンアップ！ “GHRH + + p” を使うことで、
全身美白など様々な効果が期待できます。

GHRH++p で期待される効果

　　全身美白（経皮吸収システム）4

Dr. アンディの経皮吸収システムを応用した、「臍温灸」による素早い睡眠導入

　　経絡美容（メディカルメリディアンセラピー）：臍温灸・指鍼	 ￥30,000

　　フェロモン系プロダクツ	 ￥30,000 ～

　　バイオアイデンティカルホルモン	 ￥50,000 ～
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　おへそは新陳代謝が高く、皮下脂肪がないため、前腕皮膚の 2～ 6倍の吸収構
造があり、Dr. アンディーズクリニックの経皮吸収システムにとても適しています。
　このおへそから、Dr. アンディーズクリニックが一人一人の体質や症状に合わせ
て配合した漢方薬由来の精油を経皮吸収することで、睡眠障害やストレスを解消
し、質の高い睡眠へと導入し、女性の健康美を引き出します。

　設立 25年周年をむかえたDr. アンディーズクリニックでは、独自のメディカルプロダクツとして、ヒトフェロモンを配合した経皮吸収プロダ
クツを展開しています。
フェロモン・スプレー、フェロモン・ボディウォッシュ、フェロモン・ローション、
フェロモン・ネイルキュア・トリートメント、　フェロモン・ヘアーシャンプー、
フェロモン・ネックキュア、フェロモンメソナイトジェル、と目的別にプロダ
クツをご用意しております。
　浜田ブリトニーさんは、モチベーションアップやダイエットなど、症状・悩
みに合わせて各種フェロモン配合プロダクツを処方されました。

　効果については開始２～３週後身体に活気が出てきて気分が良好にな
り、運動神経が発達したりなど自覚できる症状が出てきます。１ケ月程
経つと体脂肪は減り、筋肉は丈夫になっていきます。皮膚にハリが出て
シワが消えたりなどの外見的な変化が現れ始めます。更に６ヶ月経つと、
理想的な若さと健康を取り戻すことが出来るのです。

上－ Testosterone( 男性ホルモン ) 

中－ Biest（女性ホルモン）

下－ Progesterone（黄体ホルモン）

バイオアイデンティカルホルモンの種類の一部（経皮吸収）

Medical Perfume　メディカルパフューム 60ml    各￥20,000（約 2 ヶ月分）

効　能： 睡眠導入、美肌・全身の美白、疲労回復

主成分： ピラセタム、メチオニン、カルニチン、メクロフェノサイト、チアミン、など

良い睡眠をもたらし、疲労回復にすばやいリセット力を与えてくれる Dr. アンディーズクリニックオリ
ジナル処方のメディカルパフューム。 満ち足りた深い睡眠を促し、美肌・全身の美白などお肌の若返
りだけでなく、疲労回復から脳のリフレッシュまでトータルなアンチエイジングに効果を発揮いたし
ます。 Dr. アンディーズクリニックのメディカルパフュームは独自の経皮吸収システムにより配合成
分（アミノ酸の集合体や CoQ10、αリポ酸その他の抗酸化成分）がセロトニンの分泌を促します。セ
ロトニンの分泌によりメラトニンが分泌されると良い睡眠が得られ、心と体の凝りをほぐします。

プロダクツ BE S T 3 をご紹介



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。 

超

浜田ブリトニーちゃん
　　　おすすめキャンペーン！
　　　モテモテセット ￥42,000

ドン小西さん絶賛 ! ！
Dr. アンディの「塗る治療」～経皮吸収システム～は、従来の化粧品や
美容液では到達できなかった皮膚の奥深く、細胞レベルまでの浸透率を
持ったナノテクノロジーを利用。有効成分を余すことなく、肌から皮膚、
そして細胞へと浸透させてくれることで効果を発揮し肌を美しく磨き上げます。

●フェロモンスプレー
￥30,000

【60ml ／約１ヶ月】

●ラブパッチ
（性欲向上パッチ）
￥12,000
【6日分】

●	PT リップグロッシー
（フェロモントリートメント唇用美容液）
￥4,200 相当

プラスでプレゼント！

もっと
モテたい…

Dr. アンディーズクリニックまで


