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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

一年中…、いつでも…、どこでも…、

Dr.アンディは、貴女の美白サポートをします!！

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。 

シミ・ソバカス・くすみ・ニキビ跡、そんな悩みを解消し、美しい肌
を取り戻せたら…とお悩みの方に朗報です。
Dr. アンディの推奨する「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美白プログラムには欠
かせない治療となっています。

シミやくすみを本気で改善するためには、単なる化粧品による肌表
面だけの美白ケアでは困難です。まず身体そのものの基礎代謝を向
上させることが大切です。細胞が正しく働けるように充分な栄養補
給をし、ホルモンが適切に分泌されるようにする必要があります。
Dr. アンディのホワイトニングプログラムは、クリームやレーザー
治 療 だ け で は あ り ま せ ん。 
深層部からの確実な美白肌
を目指し、最新の医療を導
入した世界的にも先進的な
治療システムなのです。 

自分自身への　プレゼントを！！
塗る治療 で “美白”に生まれ変わろう!!
～美しい白肌を目指すあなたに～
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Dr. アンディのホワイトニングピラミッド

塗る治療
Dr. アンディーズクリニックの経皮吸収システム
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。

Dr.アンディのホワイトニングプログラム



ハンドケア  シミ、くすみに対する美白ケア、しわケアの最先端治療

フォトフェイシャル
フォトフェイシャルとはＩＰＬ（インテンス・パルス・ライト）という
特殊な光を使った美肌治療器です。ＩＰＬを照射すると、肌の内部で光
エネルギーから熱エネルギーに変化し、ターゲットの色素（メラニン、
ヘモグロビン等）にダメージを与え、肌トラブルを改善します。また、
繊維芽細胞を活性化して、コラーゲンやエラスチンの増殖を活増殖させ、
シワ、たるみ、毛穴などを解消します。

Dr. アンディーズクリニックでは、最新鋭の光治療器「フォトフェ
イシャル・ファースト」（別名：ルミナスワン）を使用しています。
安全性が高く、施術時間が短縮できるのも魅力な治療です。

 レベル 1
ビタミンとハーブのメソブレインサプリで皮膚細胞から若返り、美白を後押し。
エイジングのプロセスを遅らせる 5 つの抗酸化物質、CoQ10、L- カルニチン、αリポ酸、ビタミン E とビ
タミン C。これらの要素は、ミトコンドリア細胞に働きかけ、ミトコンドリアが活発に機能するのを保護し、
細胞の若返りの手助けをします。　Dr. アンディーズクリニックではこの 5 要素をバランスよく取り入れた
ドクターズメソブレインサプリメントにより、身体の中から美白効果を出しやすく導いていきます。

レベル 2
成長ホルモン促進メディスン「GHRH ＋＋ｐ」によるプレホルモン療法で再生力向上
当院では成長ホルモン分泌促進メディスン「GHRH ＋＋ｐ」によるプレホルモン療法を行ってお
ります。塗るだけで自らの成長ホルモンの分泌を促し、美白に加えて顔・身体各部分のリフトアッ
プや骨密度の増加など様々な相乗効果をもたらします。

レベル 3
お肌は質の良い睡眠から…ミラクルキュアと「睡眠美容」のすすめ
Dr. アンディが開発した「ミラクルキュアシリーズ」は、DMAE、CoQ10、αリポ酸、NADH、E3/P4（善玉女性ホルモン /
黄体ホルモン）、DHEA、イデベノンなど有効成分を医薬品レベルの高濃度で配合した高機能のメディカルスキンケアプロダ
クツです。独自の経皮吸収システムにより有効成分を皮膚内にすばやく届け、短期間で優れた効果が発揮できるようになっ
ています。また、ストレスや身体の疲れなどで質のよい睡眠が十分にとれないと、美肌はのぞめません。特に睡眠美容の観
点からおすすめしたいのは、脳に働きかけて睡眠と覚醒の周期を整えるメラトニン配合の「メラトニンナイトクリーム」です。
クレンザー、トナーで肌を清浄に整えたあと、朝は「ベイビースキンクリーム」をお使い頂き、夜は「メラトニンナイトクリー
ム」をお使いください。また、深層美白には皮膚再生力を促す「カルシウムクリーム」、部分美白には「わさびクリーム」を
おすすめしております。

 レベル 4
“ 塗るメソセラピー ” による美白効果で深層美白を…
ポリビタミン、ミネラルなど、及び医薬品を症状にあわせて処方。気になる小ジワ・シミに塗って消すた
めの処方美白薬の「フェイスマスク」と相乗効果のある「スマートフェイスリフト」( 塗るメソセラピー ) 
の同時使用をおすすめします。 また、瞬間美白がかなう「ピーリングジェル」は皮膚の角質除去と同時に
即美白の効果を期待できます。

※ホワイトニングプログラム レベル 1 ～ 4 までのプロダクツは、P.3 で紹介します。

 レベル 5
頑固なシミ・くすみは、最新光治療「フォトフェイシャル・ファースト」で除去
シミ・くすみに対する美白ケア、しわケアの最先端治療　フォトフェイシャル・ファースト
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Dr. アンディーズクリニックのホワイトニングプログラムの特徴
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ホワイトニングプログラムにおいての代表的なプロダクツをご紹介

Resveratrol Supplement　レスベラトロールサプリメント 60 錠    ￥30,000（約 2 ヶ月分）

効　能： アンチエイジング、長寿遺伝子活性化、抗炎症、抗癌、血糖降下、ED 改善
主成分： 主成分：強力抗酸化成分レスベラトロール
強力抗酸化成分レスベラトロールを 1 カプセル（345mg) 当たり 275mg と高濃度配合したサプリメント。 1 日 1 カプセル、朝食
前に水又はぬるま湯で服用します。アンチエイジング、長寿遺伝子活性化、抗炎症、抗癌、血糖降下、ED 改善等、多くの健康効
果が期待できます。

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、ダイエットの効能を一つのプロダクツ
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。

Melatonin Night Cream　メラトニンナイトクリーム 20g    ￥20,000（約 1 ヶ月分）

効　能： エイジング肌の改善、老化防止、睡眠改善、ストレスケア
主成分： メラトニン、カプリックトライグシレート、ビタミン E、ローズオイル、など
睡眠の質を高めるホルモン、メラトニンを配合した夜用クリーム。メラトニンは高い抗酸化作用があり、老化防止にも効果を発揮
するため、ストレスケアとスキンケアが同時にできます。
日焼けによってダメージを受けた肌、シワの目立つ肌、疲れた肌をなめらかに修復し、若々しい肌へと蘇らせます。

Wasabi Cream　わさびクリーム 20g    ￥15,000（約 1 ヶ月分）

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。手のシミはもちろん乳輪・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。

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

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。

Calcium Cream　カルシウムクリーム 40g    ￥40,000（約 2 ヶ月分）

効　能： 深部美白、肌の再生と強化、シワの改善
主成分： カルシウム、AMP、GABA、サイクロペンタシロサイン、など
肌の深部から美白へと導く皮膚再生クリームです。高い抗酸化力のあるカルシウムがシワを改善し、弾力のある若々しい明るい美
白肌へと導きます。

レベル 2：若返りホルモン（経皮吸収システム）…　全身若返り ＆ 全身美白

レベル 3：質の良い睡眠を促し、ハリのある肌へ導きます

レベル 3：ハイドロキノン＋天然わさび由来の強力美白効果で…　身体のくすみやシミに

レベル 4：使ってすぐ美白効果が実感できるピーリングジェル

レベル 1：飲んで美白に !!

レベル 3：皮膚の強化と深層美白がかなうカルシウムクリーム



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。 

Dr. アンディーズクリニックまで

感謝！ 感謝！ 感謝！
Dr. アンディーズクリニック主催の東京會舘で行われた「The World Famous  PLATTERS  
Christmas Dinner Concert 2013」は、お陰様で成功裏に終了いたしました。本公演の収
益の全ては、国際ロータリーのロータリー財団「ポリオ撲滅活動」に寄付されます。

（★皆様のご協力に感謝を申し上げます★）　また、The World Famous  PLATTERS は、
2014 年にも来日が決定しておりますので乞うご期待ください。

 


