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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

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。 

塗るだけの治療法 「経皮吸収システム（DDS） 」

多くの患者様がお悩みを持つ「目元（クマ、シワ、たるみ、くすみ等）」、 
「口元（ホウレイ線、シワ、たるみ等）」は大変敏感なパーツでアンチエイ

ジングケアの大きなテーマです。
Dr. アンディーズクリニックは目元や口元に関するお悩みをあらゆ
るアプローチで改善する新しいタイプの治療法をご提供していま
す。そのパーツの特徴・特性に合わせた “ 注射治療 ” や針を使わな
い施術の “ 塗る治療 ” で Dr. アンディが患者様のお悩みにお応えい
たします。

パーツの筋肉に効果を発揮する 「ボトックス注入 治療」

パーツの皮膚・脂肪に効果を発揮する 「ヒアルロン酸注入 治療」

最新技術の“注射”＆“塗る”Ｗ治療で目元・口元ケア

Dr. アンディーズクリニックの『経皮吸収システム（Drug 
Delivery System）』は、細胞レベルで肌を改善させる
ことができる最先端美容医療です。どんなに優れた化
粧品や美容液でも浸透されなければ意味がありません。
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の威力を持っているのです。
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 「塗
る治療」を是非とも一度
ご体験ください。

ボトックス注入は、筋肉の収縮が抑えられるため表情筋によるシワをな
くしたり、目を大きく見せたり、眉の形を変えたり（ブロウリフト）、目
尻のシワをなくすなど様々な施術が可能です。安全性が高く、速効性が
期待できる治療ですが、注入量と注入部位が重要です。そのため高度な
技術が要求されるこの療法は、経験豊富な医師に任せることが大切です。

（Dr. アンディーズクリニックでは、アメリカのアラガン社製最高級ボトックスビス
タを使用しています。）

また針を使用しない治療として “ 塗るボトックス（経皮吸収システム）” 
DMAE を併用し効果的に施術を行います。

ヒアルロン酸注入は、すでに定着したシワや、たるみなどが原因の加齢
ジワに効果を発揮します。また、目の下のくぼみの影を解消して明るい
目元に整えたり、目の下にふっくらとした涙袋を作ることや、唇をふっ
くらとさせることも可能です。
ヒアルロン酸は、もともと人間の身体を構成する物質の一つで真皮層に
存在するムコ多糖体類というものです。加齢とともに体内から減少する
ヒアルロン酸を注入することで、シワ、たるみ、乾燥を改善し、お肌
の若返りをもたらします。この治療にも Dr. アンディの独自に開発した 
“ 塗るヒアルロン酸（経皮吸収システム）” HA-TD 法を併用した施
術で患者様のお悩みにお応えします。

次ページで詳しく紹介します！！
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『経皮吸収治療』とは、“Dr. アンディーズクリニックにしかない最先端のオリジナルナノテクノロジー治療法 ” です。
数 10 種類以上の皮膚吸収促進剤と様々な有効成分を融合させ、皮膚へ塗った瞬間に表皮から体内に入り、血流に
沿って細胞まで到達します。細胞レベルで吸収された成分は全身へとスムーズかつ即効的に働きかけることがで
きます。

Dr. アンディーズクリニック独自の「塗る治療　経皮吸収システム（DDS）」をご体験下さい !!

Dr. アンディの経皮吸収システムは、長年の研究により 3つに分類することができました。

有効成分が皮膚から
皮内に到達するシステム

有効成分の皮膚から吸収され
皮下脂肪、筋肉層まで到達するシステム

有効成分が皮膚から吸収され、毛細血管を通
して全身に到達するシステム

第 1分類 第 2分類 第 3分類

目元のちりめんジワ、ホウレイ線、マリオネットライン、目の下のクマ、たるみ、唇をふっくらさせるなどに最適な施術です。

HA-TD（ハド）法とは、Dr. アンディが経皮吸収システムとメソセラピーの理論で独自に開発したヒアルロン酸療法です。 ヒア
ルロン酸は、もともと人間の身体を構成する物質で、真皮層に存在するムコ多糖体類。 高い保水力を持ち、肌のハリや弾力を保
つ働きをしています。加齢とともに体内から減少してゆくヒアルロン酸を外部から注入することで、目尻などのシワ、目の下の
たるみ、乾燥 を改善し、肌の若返りに効果を発揮します。プチ整形ブーム以来、ヒアルロン酸注入はアンチエイジングに欠かせ
ないポピュラーな施術となっていますが、 HA-TD（ハド）法は、従来の注射による注入とは異なる、塗って浸透させるだけで目
尻のシワや目の下のたるみを目立たなくさせる施術です。Dr. アンディの研究所で独自に開発した分子レベルの「経皮吸収型ヒ
アルロン酸」を使用し、塗ってわずか 10 分程度でシワの溝に吸収され、肌をふっくらさせてシワを改善させます。針を使わず、
痛みや 腫れも全くないストレスフリーのヒアルロン酸施術が HA-TD（ハド）法です。

塗るヒアルロン酸 HA-TD 法　　　塗って目元・口元の保湿効果とシワ・たるみを改善
塗るヒアルロン酸（HA-TD 法） ￥70,000 ／ 1 本（￥7,000 ／ 0.1ml）

施術前 施術直後 施術前 施術直後

塗るボトックス DMAE　　　塗って目元筋肉に作用し引締め効果
DMAE Freeze　DMAE フリーズ  20g    ￥20,000（約 1 ヶ月分）

効　能： 目元のシワ・たるみの改善
主成分： DMAE、ドカイン、ナドリウムアスコビル酸、など
DMAE、プロカイン、ナドリウムアスコルビン酸、など、肌と筋肉の引き締める働きをもつ神経伝達物質 DMAE を高配合した、
小ジワ・たるみ対策。強力なリフトアップ力で、即効的で塗るボトックスとも呼ばれる。 

目元 ・口元に輝きを…

針を使わないプチ整形 塗るボトックス DMAE と塗るヒアルロン酸 HA-TD 法
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P.4 の INFORMATION にお知らせしておりますが…

■ Dr. アンディ  プレゼンツ  チャリティーコンサートへ向けて
現在国際ロータリーでは、ロータリー財団を通じて「ポリオ撲滅」に向けた世界的な活動をしておりますが、そのロー

タリアンの一人であり、その一助としてお役に立ちたいと考えました。今回のイベントの趣旨目的は、ロータリー

財団ポリオへの寄付です。このイベントを通じて、微力ながら全世界のロータリー奉仕活動へのお役に立てればと

の思いで活動をしております。

★本チャリティコンサートで得た収益は、全てロータリー財団を通じて、ポリオ撲滅の為の資金として使用されます。

ポリオとは？ 
ポリオ（脊髄性小児麻痺）は身体麻痺の後遺症
をもたらし、時として命さえも奪う伝染病で
す。 世界保健機関（WHO）によると、アジア
とアフリカの国々で今なお、主に 5 歳未満の
幼児がこの病に冒されています。 
ポリオは身体を麻痺させ、時には死に至らし
めることもあります。治療法のないポリオに
対する最善の対策は予防です。わずか米貨
60 セントのワクチンで、一人の子供を、身
体の自由を奪うこの疾病から一生守ることが
できるのです。

世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）が最終局面を迎えている現在、2013 年 4 月の世界ワクチンサミットにて、2018 年

までにポリオ撲滅を目指す撲滅計画が立ち上げられました。

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 40 億ドルの寄付が確保されましたが、まだ 15 億ド

ルが不足しており、予防接種活動の減速が懸念されています。

A「ポリオ撲滅」 へ向けた クリスマスディナーチャリティーコンサート A

Dr. アンディは、奉仕活動にも力を注いでいます !!
ロータリー活動：FUN（楽しむ） &  FUNDS（寄付金）を両立できるプロジェクト

The World Famous PLATTERS
Japan Tour 2013



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
日本美容外科学会専門医
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。 

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 円（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…〕
＊「本公演の収益の全ては、国際ロータリー財団の人道的な奉仕活動に寄付されます。」
 《12 月11日（水）  東京會舘 9F ローズルーム　18:00 開演》

 

Dr. Andy presents

Dr. アンディーズクリニックまで


