
通常お肌の中で発生したメラニン色素は新陳代謝で消えていきます。しかし紫外線・加齢・ホルモン
バランスの乱れなど様々な要因によりメラニン色素が排出されないと「シミ」になります。
シミ治療で重要なのはそれぞれの病態にマッチした治療法を的確に施行していくことにあります。

シミ・そばかす

症状・お悩み別

シミの種類と治療

QスイッチYAGレーザー(高出力）

老人性色素斑（一般的なしみ）

境界がはっきりした褐色や
黒っぽいシミ

頬骨上や手の甲など紫外線が
当たりやすい場所に好発

30～40代になって発生

QスイッチYAGレーザー(高出力）

鼻を中心とした３～５ｍｍの
茶褐色のシミが点在

子供のころからあり、
思春期に目立つようになる

手の甲や背中にもある

そばかす（雀卵斑）

肝斑

頬骨上や頬、鼻の下、口周り、
額などに左右対称にできるシミ

地図状に広がる

30～40代になって発生

あざ

両側の頬骨上を中心に褐色～
灰褐色、青みがかった色素斑
が点在

２０代になって出てくる

脂漏性角化症

境界がはっきりした茶褐色から
黒褐色の膨らみがあるシミ

顔面、首、頭部、体幹に好発し、
２ｃｍくらいまで大きくなる

３０歳代以降の男女に発生

フォトフェイシャル フォトフェイシャル

レーザートーニング 炭酸ガスレーザー

QスイッチYAGレーザー(高出力）

その他のシミ治療
1.これ以上色素を作らないように抑える治療

・内服治療（5剤併用）
・高濃度ビタミンC点滴・プラセンタ注射など
・イオン導入治療
・各種美容液
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→ｐ4 →ｐ4

→ｐ4

→ｐ5 →ｐ5

→ｐ5 →ｐ5

→ｐ10
→ｐ10

→ｐ7

→ｐ10



表情ジワ
・額の横ジワ
・眉間のシワ
・目じりのシワ

ヒアルロン酸注入

ボトックス治療

レーザートーニング

→ｐ7

→ｐ6

→ｐ5

シワ・たるみ

お肌の中のコラーゲンやエラスチンは年齢と共に減少していきます。
コラーゲンやエラスチンが減少して弾力が弱まったお肌に、紫外線や乾燥等の外的要因が
加わりシワが発生します。
シワ治療はシワの状態や発生箇所によって、ヒアルロン酸注入、ボトックス治療、
レーザートーニングを組み合わせて行います。

2

シワの種類と治療

その他のシワ治療
お肌のハリや潤いを保つ治療

・各種美容液
・高濃度ビタミンC点滴
・プラセンタ注射

ホクロ

ホクロは表皮内の母斑細胞が密に集まった部分で、シミよりもお肌の深くにあります。
その形状、大きさにより治療方法や治療回数が異なります。当院では隆起のない平らな
ホクロには、Qスイッチヤグレーザーを、盛り上がったホクロには炭酸ガスレーザー
もしくはその両方を行います。ただし大きいホクロや根の深いホクロの場合は一度に
除去すると皮膚の凹みとして残ってしまうことがあります。当院では数回に分けて徐々
に取り除いていきます。

先天的にできやすい体質や紫外線、
摩擦などが原因

色は黒褐色から茶色まで様々

形は平坦から隆起まで様々

毛が生えているものもある

QスイッチYAGレーザー(高出力） →ｐ4 炭酸ガスレーザー →ｐ8

筋肉の緊張によるシワ
・顎の梅干しジワ
ボトックス治療 →ｐ6

たるみによるシワ
・目の下のシワ・クマ
・ほうれい線
・マリオネット線
・首のシワ

ヒアルロン酸注入

ボトックス治療

レーザートーニング →ｐ5

→ｐ7

→ｐ6

乾燥によるシワ
・目じりや目元のちりめんジワ
・口元の細かいシワ
ボトックス治療

レーザートーニング

→ｐ6

→ｐ5

→ｐ10

→ｐ10

→ｐ10
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薄 毛

薄毛とはヘアサイクルが何らかの原因で短くなり、髪が完全に成⾧す
る前に抜け落ちてしまい、髪のボリュームがなくなり、頭皮が透けて
見えてしまう状態をいいます。
男性の薄毛と女性の薄毛では原因が異なります。男性の薄毛の多くは
男性ホルモンの影響による体質的なものと言われています。女性は加
齢によるホルモンバランスの乱れや生活習慣、ストレス、過度のヘア
ケアが原因だといわれています。
当院では男性にも女性にも効果がある毛髪用注入剤Dr.CYJヘアーフィ
ラーを採用し薄毛の改善を目指します。頭皮に直接薬剤を注入する方
法の他に、シャンプー、リンス、ローションなどによるホームケア
（ペロバーム）が可能です。また近年プラセンタの「血行促進作用」
「自律神経調整作用」「疲労回復」「冷え改善」などの薬理効果が、
発毛・育毛をサポートすると注目されています

Dr.CYJヘアーフィラー治療 美容関連用品

医療アートメイク

アートメイクとは表皮内に植物性の色素を極細の針で着色
していく技術です。汗や皮脂、水、洗顔でも落ちない持続
性のあるアイメイク・リップメイクが可能なため近年注目
されている治療です。持続期間は、個人差はありますが
半年～1年程度です。
アートメイクは針を刺す施術であるため、色素を入れる行
為も消す行為も医療行為にあたります。当院では眉毛・睫
毛の脱毛に対して眉・目元などへの色素注入、色が薄くな
った口唇への色素注入を院⾧自ら施行します。

アイブロウ
アイライン

リップ

医療アートメイク

点滴・注射

多汗症

多汗症の原因部であるエクリン腺を全部取り除くことは困難で、
手術治療よりもむしろ交感神経の作用を弱めるボトックスとい
う薬を皮下に注射することによって4～5ヶ月間汗の分泌を極め
て減少させることができます。多汗症の最新の治療です。

ボトックス治療

→ｐ10 →ｐ10

→ｐ10

→ｐ9

（プラセンタ注射）

→ｐ9

→ｐ6

(ペロバーム）

部分痩せ

数種類の成分を配合した脂肪（セルライト）
溶解剤と代謝促進剤（脂肪の分離排出を促す
薬剤）を、気になる部分の皮膚内に直接注入
していく治療方法です。

メソセラピー

ピアス穴あけ

ピアスホール用器具が市販されていますが、
トラブルの原因になることがあります。
医療機関では医療用ピアスを用いた安全な
ピアッシングが可能です。

ピアス穴あけ →ｐ10



YAGレーザーが特定の色の色素に反応する性質を利用すること
で、メラニン色素などを選択的に破壊します。２つの波⾧の光
を使い分けながら、照射部位の深さとレーザーの強さ（出力）
を調整することで、様々な症状に対応できます。高出力の波⾧
は皮膚の途中で弱まることがないため、お肌の深いところまで
届きます。

QスイッチYAGレーザー(高出力）

・シミ・そばかすは通常1～2回の治療で薄くなります。あざは複数回の照射が必要です。
・肝斑・悪性が疑われるシミ・極度に日焼けしたお肌への照射は行えません。

・治療には輪ゴムで弾かれたような軽い痛みを伴います。ご希望により表面麻酔薬の使用も可能

です。

・洗顔、シャワーは当日から可能ですが、発汗を伴うサウナ・岩盤浴や飲酒、激しい運動などは

お避け下さい。

・お顔の治療をされた方は治療部位のメイクは1週間ほどお控えください。
治療部位以外は当日から可能です。

・ガーゼ処置を受けられた方で、指定日より前にガーゼがはがれた場合は貼りなおすか、

処方された軟膏を塗布してください。

・治療後に強い痒み・痛み・広範囲の水泡・炎症等が生じた場合はご連絡下さい。

ご注意事項

老人性色素斑 そばかす あざ 平坦なホクロ など☑ ☑ ☑ ☑

こんな方におすすめ

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
冷却

(必要なら麻酔)

STEP3
照射

STEP4
照射部
の処置

治療の流れ

施術後の経過

照射部の皮膚表面に、かさぶたが現れてきます。かさぶたは一週間程度で自然に
とれてきますので、無理にはがしたりしないようにご注意下さい。

３～７日後

１～３週間後 かさぶたがとれた後、軽い炎症を残したピンク色の皮膚になります。このタイミ
ングで保護テープをお貼り下さい。炎症による皮膚の色は、治療後１か月程度で
徐々に改善していきます。

１か月後 この時期、色が一時的に濃くなったように見える状態（２次性色素沈着）が大半
の場合みられますが、一時的なものであり、徐々に薄くなっていきます。２次性
色素沈着は美白剤が効果的です。

２～３か月後 再発や色素の盛り上がりがまだ残っている場合には、強いレーザーの再照射が
必要となる場合があります。色素沈着、赤みが引いてきたころが、次の治療開始
の時期です。２回目以降の治療費はその都度発生いたします。

4



・最短で一週間毎に治療可能です。ただ乾燥しやすくなるため、一か月に一度の照射がお勧めです。

・コンタクトレンズは外して頂きますので眼鏡での来院がおすすめです。

・洗顔やお化粧は、通常通り行えます。

・治療後、軽度の赤み、ひりひり感、ほてり感があります。 また、ビタミンCローションをご利用いただ

く事により、皮膚の発疹を予防することが期待できます。

乾燥しやすい方は医師指定の外用薬をお勧め致します。

・治療後は日焼けしないように注意し、SPF30以上のUV製品を必ずお使い下さい。

・治療後に強い痒み・痛み・広範囲の水泡・炎症等が生じた場合はご連絡下さい

5

YAGレーザーの低出力波⾧で皮膚の中に滞留しているメラニンを少し
ずつ壊していきます。これまで治療が難しいと言われていた肝斑に対
して、安全で確実な治療を行えます。
こんな方におすすめ

治療の流れ QスイッチYAGレーザー参照

肝斑 小じわ お肌のくすみ など☑ ☑ ☑

レーザートーニング

STEP5
照射部の処置

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
ジェルの塗布

STEP3
照射

治療の流れ

複数の波⾧の光を組み合わせ、しみ、そばかす、くすみ、
皮膚のはり、ニキビなど多くの悩みに対応可能な治療です。
１か所ずつスポットで治療するのではなく、顔全体に隙間なく
マイルドな光を照射していくことで、広い範囲に対応します。
美容皮膚科が初めての方に特におすすめです。

シミ・そばかす 赤ら顔 ニキビ 美容皮膚科が初めての方 など☑ ☑ ☑ ☑

こんな方におすすめ

フォトフェイシャル

・治療後にシミが一過性に表面に浮いて黒ごまのようにみえますが、７～１０日で取れます。

・初回治療時に小さなかさぶたが出来ることもあります。１～２週間かけて徐々に薄くなります。

・治療当日から洗顔やお化粧は通常通り行えます。

・美白剤の併用やビタミンCローションを使用することにより、相乗効果が得られます。

・治療後は日焼けしないように注意し、SPF30以上のUV製品を必ずお使い下さい。

・治療後に強い痒み・痛み・広範囲の水泡・炎症等が生じた場合はご連絡下さい

ご注意事項

ご注意事項



ボツリヌストキシン注射をすることで一時的に筋肉を麻痺させる治療で
す。K clinicでは、A型ボツリヌス製剤として国内で唯一製造販売承認が
得られているアラガン社のボトックスビスタを使用しております。

6

STEP5
スキンアップ

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
冷却

（希望により麻酔）

STEP3
ボトックス注入

治療の流れ

ボトックス治療

こんな方におすすめ

☑

☑ お顔のシワ
眉間のシワ、目尻のシワ、額の横ジワなど、表情筋によるしわを
作らせないようにします。
筋肉の動きを細かく見極めながら自然な表情に仕上がるように注入していきます。
深いしわになる前の予防にも最適です。すでに細かいしわがある場合でも、ハリが蘇ります。
さらに、ヒアルロン酸注入との併用で若々しい印象を取り戻すことが可能です。
多汗症

エクリン汗腺（汗の管）に関わる自律神経の末端に作用して、汗の分泌を抑制する働きが
あります。汗によるにおい・汗の分泌を抑え、衣服の汗じみを解消します。
☑ エラ

奥歯を噛み締める筋肉の咬筋（こうきん）の動きを緩めることで、筋肉のボリュームを減らし、
徐々にほっそりとしたフェイスラインに改善します。加齢による皮膚のたるみがある方には向
きません。
☑ ふくらはぎ

ふくらはぎの筋肉にボトックスを数カ所注入し、過剰に発達した筋肉の働きを抑え、
ほっそりとした美しいふくらはぎを目指します。

・個人差もありますが、注入3日後から効果が現れ、4～6カ月程度の効果を持続します。

・術後は痛み、腫れ、赤みが出る可能性がございます。また 注射により凸凹、硬さ、針あと、内出血

（～２週間）の可能性がございます。

・多少の左右差、稀に表情の違和感が出ます。（額、眉間が下がり二重が狭くなる。頭重感。）

・施術当日のサウナ、飲酒、激しい運動はお控えください。

・洗顔、シャワー浴は当日から可能です。赤みが強くなければ、当日からお化粧も可能です。

・非常にまれですが、注射により血圧の低下が起こることがあります。また、ボトックス製剤には

少量のアルブミンが含まれており、アレルギー反応が出現することがあります。

・エラの治療後は一時的に咀嚼時のだるさを感じます。１週間後くらいから咬筋が柔らかくなり、

１か月後から徐々に小顔効果を感じますが、３か月毎の治療を３回以上繰り返す必要があります。

治療期間中はガムを噛むのを控えて下さい。

・ふくらはぎの治療後は麻酔の効果もあり、一時的に歩行が困難になります。

お車の運転はご遠慮下さい。

・多汗症の治療後はまれに 代償性発汗（注射部位以外で発汗が増加する）が起きることがあります。

・妊娠する可能性のある女性は治療期間、最終投与後2回の月経を経るまで避妊して下さい。

・男性は治療期間、最終投与後３か月を経るまで避妊してください。

・妊娠中、全身性神経接合部障害の方（筋萎縮性側索硬化症、重症筋無力症等）は

本治療はご遠慮いただいております。また内科系疾患がある方は医師にご相談ください。

ご注意事項
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STEP5
スキンアップ

STEP1
診察・

治療の決定

STEP3
ヒアルロン酸注入

治療の流れ

こんな方におすすめ

ヒアルロン酸注入

ヒアルロン酸はもともと人の体内にあり、保水性に優れ、肌の張りや弾力を保っています。
このヒアルロン酸をしわや窪みの部分に直接注入し、しわや窪みを目立たなくすることが
できます。 用途や注入部位によって、いろいろな硬さの物から適した物を選んで使用します。

①額の深い横ジワ ②眉間のシワ ③目の下のくま ④頬のこけ
⑤ほうれい線 ⑥マリオネットライン ⑦顎の形を整えたい

・術後は痛み、腫れ、赤みが出る可能性がございます。また 注射により凸凹、硬さ、針あと、

内出血（～２週間）の可能性がございます。

・施術当日のサウナ、飲酒、激しい運動はお控えください。

・洗顔、シャワー浴は当日から可能です。赤みが強くなければ、当日からお化粧も可能です。

・非常にまれですが、異物に対するアレルギー、感染のリスクがあります。 皮膚の色調変化、薬剤の

長期 残存、まれに血管塞栓による血行障害、壊死、しこりが残ることがあります。

・注入量が多かった場合、ヒアルロン酸の分解注射があります。

（ヒアルロニダーゼ 一本 １０８００円）

外用のみでは吸収が難しい薬剤をイオン化し、痛みな
く皮膚に吸収させる方法がイオン導入法です。
皮膚の表面に微弱なマイナス電気を与え、ビタミンＣ
誘導体やプラセンタ、トラネキサム酸を皮膚
の表面から真皮へ効率よく浸透させます。

お肌のくすみ 毛穴の開き ニキビ
シミ・そばかす ジワ・小じわ など

☑ ☑

☑

こんな方におすすめ
☑

☑

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
スチーム・
クレンジング

STEP3
イオン導入
（約１５分）

治療の流れ

STEP4
美容ジェルの
塗布

ご注意事項

イオン導入

・１～２週間に１度のご利用が効果的です。

・ケミカルピーリングやレーザー治療後に行うと効果が高くなります。

・洗顔・・お化粧・入浴は通常通り行えます。

・妊娠中、心臓のペースメーカーをご使用の方にはご遠慮いただいております。

ご注意事項

STEP1
冷却

（必要なら麻酔）
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マイルドな化学薬品を使って皮膚の表面角質を科学的に溶かしていきます。
その後、皮膚が自然に回復する力を利用して、皮膚の再生を促進します。
当院では、サリチル酸マクゴナールを用いたケミカルピーリングを行います。
この薬剤は、浅い表層（角質層）のみで皮膚を剥脱させます。
皮膚深部まで浸透しないので、全身的な毒性がなく、
重篤な合併症もないため、安全に使用できる薬剤とされています。

お肌のくすみ 毛穴の開き・黒ずみ ニキビ など☑ ☑ ☑
こんな方におすすめ

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
スチーム・
クレンジング

STEP3
ケミカルピーリング剤
の塗布（３～５分）

STEP4
薬剤ふき取り
洗顔

治療の流れ
STEP5

美容ジェルの
塗布

ケミカルピーリング

・アスピリン（バファリンなど痛み止めの成分の１つ）にアレルギーのある方は、ご利用できません。

・ピーリングは複数回行わないと効果がありません。２～４週間に一回の治療が必要です。

・洗顔・入浴は通常通り行えます。当日のお化粧はなるべくお控えください

・施術後に色調変化（色素沈着、色素脱失、施行部位と周囲の境界の明瞭化）、持続する紅斑や掻痒、

一過性の毛孔拡大、血管拡張が稀に起こりますが、通常一過性のもので、軽快していきます。

・治療後は日焼けしないように注意し、SPF30以上のUV製品を必ずお使い下さい。
・数日後に、皮膚の乾燥、薄く皮膚が剥離することがありますが、自然に元に戻ります。皮膚の乾燥が

強い時は次回のピーリング剤の塗布時間を調整するので、医師にお申し出下さい。

炭酸ガスレーザーは水分に反応して熱エネルギーに変換され、その熱によって組織を削り取り
ます。ピンポイントに病変部を削ることができ、出血も伴いにくいためホクロやイボなどを
取るために使われます。

ホクロ 盛り上がったシミ 首のイボ その他隆起した病変 など☑ ☑ ☑

こんな方におすすめ

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
冷却

(必要なら麻酔)

STEP3
照射

STEP4
テープにて
処置

治療の流れ

炭酸ガスレーザー

☑

・施術後は日焼けをしないようお気を付けください。

・術後の痛みは1～2日程度続きます。消炎鎮痛剤を処方いたしますので必ず内服してください。
・帰宅後にじわじわと出血することがます。厚めのガーゼで出血部を15分程圧迫止血してください。
・洗顔、入浴は当日から可能です。発汗を伴うサウナ・岩盤浴や飲酒、激しい運動などはお避け下さい

・炭酸ガスレーザー施術後3週間程度は創傷保護剤の貼布が必要です。
・出血が予想される方は1週間の軟膏塗布・絆創膏貼布し、止血後に創傷保護剤を貼布して頂きます。
・手術創は約3週間で盛り上がって治癒します。傷跡の赤味が消失するのに6～12か月程度かかります
・治療後に強い痒み・痛み・広範囲の水泡・炎症等が生じた場合はご連絡下さい

ご注意事項

ご注意事項



眉やアイラインがうまく描けない
汗をかきやすく、化粧崩れをしやすい
忙しい朝の化粧時間を短縮したい
スイミングやスポーツなどで化粧が落ちやすい
加齢などの影響により眉が薄くなってしまった
旅行や出張が多く、 化粧の手間を省きたい

9

医療アートメイクとは、医師の管理下で行う「汗や洗顔でも落ちないメイク」です。
皮膚の表皮に、FDA（米国食品医薬局）で認可されている安全な成分が含まれた薬剤を
着色していきます。

STEP1
診察・

デザインの決定

STEP2
麻酔

STEP3
アートメイク施術

STEP4
クールダウン

治療の流れ

医療アートメイク

こんな方におすすめ

☑

☑

☑

☑
☑
☑

・当日のアルコール摂取はお控えください。

・施術個所が腫れた場合は、保冷剤などで冷やしてください。

・感染予防のため、処方薬（3日間）を必ずご使用ください。
・洗顔、入浴は当日から可能ですが、発汗を伴うサウナ・岩盤浴などは3日間はお避け下さい。
・個人差がありますが３～４日で薄い皮が脱落してきます。

・アイラインをいれた方は腫れたりメヤニが出る場合があります。

点眼薬を処方しますのでご使用ください

・アイライン施術後４～５日はコンタクトレンズ使用をお控えください

・まつ毛エクステ、まつ毛パーマ、まつ毛育毛剤のご使用は施術後２週間から再開可能です。 

痩せたい部分に脂肪分解を促進する薬液を注入することで、部分痩せを実現することができ
ます。脂肪吸引にかわる画期的な治療方法で、日常生活にまったく影響がありません。
部分痩せはしたいけど手術には抵抗があるという方に最適な治療です。
施術時間は5～20分程度です。

部分痩せがしたい セルライトをなくしたい
なかなか痩せない部分をどうにかしたい

☑ ☑

☑

こんな方におすすめ

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
治療部位の
麻酔

STEP3
薬剤注射

治療の流れ

メソセラピー

・ 治療当日のみ普段よりぬるめのシャワー浴にしてください。

・ 激しい運動や飲酒は3日間お控えください。

・ 軽度の腫れや皮下出血が残る場合もありますが、1～2週間程度で自然に消失します

ご注意事項

ご注意事項
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抜け毛が気になる 他の治療効果が無い 早い効果を期待される方 など☑ ☑

こんな方におすすめ

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
治療部位の
麻酔

STEP3
Dr.CYJヘアーフィラー

注射

治療の流れ

Dr.CYJヘアーフィラー

・２～４週間に１回の間隔で４回の治療が必要になります。

・施術当日は整髪料などの使用をお控えください。

・洗髪は当日のみ洗髪料を使わずに流水で洗い流す程度にしてください。

・施術後７日間はパーマや毛染めはお控えください。

・効果の持続には個人差があります。

３年たっても効果を実感されている方もいますし、6か月で再発される方もいます。
・生活習慣の改善やストレスの軽減、ヘアケアの見直しなど抜け毛予防に努めていただく必要が

ございます。

・妊娠中の方、未成年の方はお受けになることができません。

また内科系疾患のある方は医師にご相談ください

男女ともに脱毛・薄毛の大きな要因となっているのが「成⾧因子不足」です。この「成⾧因
子不足」に対し、最先端の医療技術を応用した毛髪再生治療が毛髪再生因子導入です。
当院では、男性にも女性にも効果がある毛髪用注入剤Dr.CYJヘアーフィラーを採用し薄毛の
改善を目指します。

ピアス穴あけ

美容関連用品点滴・注射治療

・プラセンタ注射
・ニンニク注射
・高濃度ビタミンC点滴
内服薬処方（5剤併用）

ご注意事項

☑

ピアス穴あけは医療行為であり、感染など危険性も孕んでいます。当院ではトラブルの殆ど
ない医療用ピアスを用いてファーストピアス穴あけを行っております。

STEP1
診察・

治療の決定

STEP2
治療部位の
消毒（・麻酔）

STEP3
ピアッシング

治療の流れ

ご注意事項
・洗髪は当日のみ洗髪料を使わずに流水で洗い流す程度にしてください。

・ご自宅での消毒は1週間行います。尚、痛みや赤みがある場合は、早めにお電話ください。
・穴が安定するには1ヶ月間かかりますので、他のピアスに取り換えないでください。

・シナール
・トランサミン
・ユベラ
・タチオン
・ピドキサール

◆増毛・ヘアケア用品
・ペロバーム シャンプー・コンディショナー ・

ローション
◆美容液
・アラガンオイル
・アスタキサンチン美容
・ビタミンCローション
・トランサミンローション
・プラセンタ美容液
・高濃度ビタミンC美容液

◆その他
・ハイドロキノン入り

コンシーラー
・ラシャスリップス

（アンチエイジング、豊唇、
保湿効果あり）

専門医に任せたい 思い通りの美しいホールにしたい☑ ☑

こんな方におすすめ



鏡を見て「疲れが顔に出ているな」とか「昔の私とちょっと違う」と
悩んだことはありませんか？メイクのノリが悪かったり、同じお化粧
なのに以前と見た目が違ったり…。
メイクでごまかし続けず、時には医療の力を借りてリセットしてあげ
ることも大切です。
「でも、美容皮膚科なんて」と思う方が多いのも事実。「いくらかか
るか分からない」「何をするのかよく分からない」「余計なものを勧
められるのでは」と既存イメージで不安に思う方もいらっしゃるで
しょう。
K clinicでは患者様のニーズを正確に把握し、安全に快適な治療を受け
られるように心よりサポートさせていただきます。また、信頼できる
会社の医療機器、製薬のみを使用いたします。ご心配なことがあれば、
お気楽にお尋ねください。

K clinic 院⾧
医学博士
浅山 惠子

事前電話予約 ご来院・問診表記入 医師による診察・
治療決定

お支払い
（現金、クレジットカードが

ご利用いただけます）

洗顔 ご希望の施術 術後のスキンケア
（施術によってはお化粧

も可能です）

リラックスタイム

step1 step2 step3 step4

step5 step6 step7 step8

施術当日の流れ

東京都新宿区新宿５−６−２神谷ビル４０２

Ｋclinic

美容皮膚科・眼科 Ｋclinic

http://kclinic-shinjuku.com/

完全予約制
☎03-3226-4024

都営地下鉄新宿線 新宿三丁目駅

C7出口より徒歩３分
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅
出口１より徒歩５分

ACCESS


