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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
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ドン小西さんの顔の悩み

【Dr. アンディーズクリニックの特長】
　Dr. アンディーズクリニックは、25 年間の歴史あるクリニックで、アジアで最初にライフスタイルマネージメント医療（モチベションセラピー、ストレスケア、 
アンチエイジング、美容皮膚科的治療、美容外科的治療、など）に取り組んだクリニックです。
　特に最先端技術である「経皮吸収システム」の開発に力を入れています。また患者様に対しては、一人一人徹底的なカウンセリングを行い、患者様のニーズを把握
しながら、no stress, no pain, no side effects をモットーに最先端の医療を行っています。　Dr. アンディーズクリニック式のお悩み解消法をご紹介します。
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皮膚科的治療
サーマクール／タイタン／ボトックス
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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 ～

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. アンディーズクリニックの
メディカルダイエット（医療痩身）
プログラムの中枢

Dr. アンディーズクリニックは、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
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ドン小西さんのボディの悩み
 新たに開発した「内臓脂肪に働きかける脂肪溶解注射」と「痩身施術」を組み合わた施術のご紹介

Before After

　1953 年にフランス、ボルドー大学のミシュエル・ピストール博士により開発された注射の技術です。治療用の薬液を少量ずつ注射器で治療部位
に直接注入する治療法のことです。セルライトをはじめ、脂肪溶解、薄毛治療、瘢痕治療、痒痛管理、そして美肌治療など様々な分野や目的で行
われております。
　メソセラピーは、世界数十国以上、その効果と安全性が認められている医療行為であり、欧米をはじめ、南米、韓国ではダイエット・痩身、脂
肪吸引に代わる新しい技術として一般的になりつつあります。
　Dr. アンディーズクリニックの院長 Dr. アンディは、10 年以上前からフランス式メソセラピーをアジアで初めて導入した医師（フランス・メソ
セラピー・ソサエティー正会員）であり、メソセラピーのパイオニア的存在として知られています。

  メソセラピーとは？

内臓脂肪・中性脂肪（メタボ）に効果を発揮する注射で、日本では Dr. アンディにし
かできない施術です。現在ドン小西さんが施術に挑戦しています。平均毎週 1 回の注
射で、3 ヵ月ほどで効果が出てくる。

Methionine 脂肪溶解、動脈硬化や動脈に脂肪付着を予防し、消化を助けたり、体
から有害金属を除去。肝臓デトックスに一番大事なグルタチオンの前
駆体であるサイトシンにおきかえる。

Inositol 細胞膜構築や細胞間に栄養を送って、エネルギーを維持。神経伝達を
助長する。

Choline コレステロール値をコントロールし、体重を維持する。胆石予防。神
経系システムの維持（記憶・学習）。感染症と戦う。神経伝達物質の
アセチルコリンの効果を高める。肝機能、腎機能を維持する。

B-VITAMINS B1, B2, B3, B5, B6, B-12 を含む

L-Carnitine 中性脂肪の燃焼を高める。グリコーゲンの代謝を調律する。運動時に
脂肪から筋肉へ発達の助長。

Chromium 悪玉コレステロールを下げて（↓）、善玉コレステロールを上げる（↑）、
体内血糖値の調律。体脂肪を下げて（↓）、筋肉を上げ（↑）、体重を
下げる（↓）。

Procaine 痛みを軽減するための局部麻酔

Inner-fat  Cocktails

小顔メソセラピー

上半身メソセラピー（二の腕、背中）

中半身メソセラピー（お腹、ウエスト）

下半身メソセラピー（ヒップ、太もも、ふくらはぎ）

全身メソセラピー
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ドン小西さんの使用しているプロダクツ

》ウェイトロスフォーミュラ
￥40,000 ／ 30日分／ 30 錠

　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ます。

》フェロモンメソナイトジェル
￥90,000 ／ 30日分／ 30ml

　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。

》トナー
￥7,500 ／ 30日分／ 120ml

　肌を理想的な状態に整えるさっぱりタイプ
の化粧水。殺菌、消毒効果も備え、肌を清潔
にキープします。普通肌の方からニキビなど
肌のトラブルの再発に悩む方にも最適です。

》クレンザー
￥7,500 ／ 30日分／ 120ml

　泡立つ洗い流しタイプの洗顔ジェル。抗酸
化抗糖化成分が配合され、肌表面の角質や汚
れを除去し、有効成分を吸収しやすい状態に
整えます。洗い流した後の肌は、やわらかく
なめらかに。

》デルタピールジェル
￥12,000 ／ 30日分／ 50g

　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。

》ウルトラアンチエイジングクリーム
￥30,000 ／ 30日分／ 20g

　皮膚をなめらかにし、肌のターンオーバー
を促進し、深いシワを減らします。より浸透
力が強くなったフェロモン配合のエイジング
肌専用クリームです。

》ファットバーナーズ
￥50,000 ／ 60日分／ 60 錠

　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のため
に必要です。

》メガブレインフォーミュラ＆スキンビューティー
　￥30,000 ／ 60日分／ 60 錠

　ドーパミン、セロトニン、GABA、アセチル
コリンすべての働きを高めるパワフルなブレ
インサプリメントです。アンチエイジングを
気に掛けるすべての方におすすめいたします。

》フェロモンスプレー
￥30,000 ／ 60ml ／ 30 日分

　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 。
　アンドロステンノール、コプリン、アンド
ステノン、ローズオイル等配合。経皮吸収に
より、フェロモン分泌促進、魅力アップ、モ
チベーションアップに大変有効。

》ステップアップサプリ
￥30,000 ／ 60 日分／ 60 錠

　神経伝達システムの機能を活性化し、生殖
器の機能や健康、性的意欲を 向上させるメディ
カルサプリメントです。性ホルモン分泌を高
め、 健康維持にも有効です。

》エナジーリップ
￥20,000 ／ 30 日分／ 5g

　唇に塗るだけで心身の疲れやダルさ、眠気
が吹き飛びます。ビジネスで忙しい男性に向
きます。ジェットラグに最適。

》メディカルパフューム
￥20,000 ／ 60ml ／ 60 日分

　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。

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。



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。 

花粉症軽減に　“ 革命的 ”　な効果！（今から対策を…）

花粉症は国民病と言えるほど…。　鼻水、目のかゆみ、くしゃみだけでなく、肩こり、集中力の

著しい減退、体のだるさなど、生活するにも大きな支障をきたす花粉症。Dr.アンディーズクリニッ

クでは、経皮吸収システムの原理を使った花粉症治療薬　『経皮吸収抗ヒスタミン剤』　を独自に

開発しました。このヒスタミン剤は、皮膚に塗布するだけで花粉症の不快な症状の緩和に大きな

成果を上げています。内服薬のような副作用が非常に少ない点も注目されています。
『経皮吸収抗ヒスタミン剤』　
　¥20,000 ／ 1 本　（1 ケ月分）

Dr. アンディーズクリニックまで


