
クリニック案内



【東京美容外科提携院 紹介】
⽇本全国11院（提携院60院）

■中国のDr.の東京美容外科での研修

東京美容外科では、技術提供を惜しまず、
中国で美容外科を開いているクリニックの医師たちの技術向上の為の研修を受け⼊れています。

研修クリニック⼀部

【提携院】
東京美容外科 11院
オラクル美容皮膚科 １院
AGAスキンクリニック ３２院
東京ビューティークリニック １０院
東京アクネクリニック ４院
恵比寿フィラークリニック １院
Ryan美容外科 １院

当院が選ばれる理由①
提携院数を含む⽇本で最⼤級のクリニック数

当院が選ばれる理由②
東京美容外科の技術を学ぼうと海外からの
研修依頼が多い



■東京美容外科 医療顧問

酒井成⾝

酒井医師は、陥没乳頭修正と豊胸術、乳房縮⼩術、乳癌乳房再建術や重瞼術、
眼瞼下垂修正、眼瞼しわとり術を⻑年研究されており、陥没乳頭修正術においては、
「酒井法」を開発し、⽇本美容外科に広く貢献されております。

「命をあずけたい神の⼿、名医10⼈」等、
数々のマスコミにも取り上げられている医師でもあります。

著書：美容外科の基本⼿術

所属学会
⽇本美容外科学会（元理事）
⽇本形成外科学会（元評議員）
国際美容外科学会
東洋美容外科学会
国際形成外科学会
⽇本乳癌学会
⽇本臨床外科学会
⽇本頭蓋顎顔⾯外科学会
⽇本眼科学会
⽇本外科系連合学会

資格
⽇本形成外科学会専⾨医、
⽇本顎顔⾯外科学会専⾨医
⽇本美容外科学会専⾨医
⽇本⽪膚腫瘍外科専⾨指導医

当院が選ばれる理由③
東京美容外科⾃⾝の技術向上の為、権威ある様々な先⽣を
医療顧問に迎え、⽉１回の講習会を実施



東京美容外科ドクター

■得意施術
⾻切り（おとがい・えら・プロテーゼ）
眼瞼⼿術（⼆重・⽬頭・⽬尻・眼瞼下垂）
豊胸（バッグ挿⼊・ヒアルロン酸注⼊）
⿐の⼿術（隆⿐・⿐尖形成・⿐中隔延⻑）
脂肪吸引
ヒアルロン酸注⼊
フェイスリフト
他院修正など

⽇本形成外科学会 専⾨医
⽇本美容外科学会
⽇本頭蓋顎顔⾯外科学会

■所属学会
川路 智⼦ 医師

■得意施術
豊胸（バッグ挿⼊、ヒアルロン酸、脂肪注⼊）
婦⼈科（⼩陰唇縮⼩、クリトリス包茎、膣縮⼩）
⿐形成

⽊村 幸志伊 医師

オラクル美容⽪膚科 ドクター

１⽇10〜15⼈を対応
レーザー治療全般 ■所属学会・資格

⽇本形成外科学会専⾨医
医学博⼠（信州⼤学）
国際形成外科学会会員
⽇本美容外科学会会員
⽇本⽪膚科学会会員
⽇本美容⽪膚科学会会員
⽇本抗加齢学会会員
⽇本熱傷学会会員
⽇本救急医学会会員
近⾚外線研究会発起⼈・理事

■資格
医学博⼠（信州⼤学）
⽇本形成外科学会専⾨医

⽥中 洋平 医師

古市 雅⼦ 医師



Aタイプ
東京美容外科のアンチエイジングプラン
①その⽇で終わる
②終わってすぐに実感
③抜⽷などのAfterケアがいらない
④コースなので、個別でするよりもお得！

Bタイプ
オラクル美容⽪膚科のアンチエイジング
（レーザープラン）
①その⽇で終わる
②終わってすぐに実感
③抜⽷などのAfterケアがいらない
④レーザー治療なので、安⼼
⑤コースなので、個別でするよりもお得！

Cタイプ

①⾃分の気になる所の整形ができる。
②抜⽷が必要な物もある為

１度⽬の来院はカウンセリグのみ

■３つのプランをご⽤意

■３タイプの選択肢

効果重視のアンチエイジング系の⽅は、Aタイプ
⽪膚内に異物が⼊るのが不安な⽅は、Bタイプ
２度の来院が可能で気になる所をドクターと決めていきたい⼈は、Cタイプ



■TOBIオリジナルスレッドケア
スレッドリフトとは、吸収性のあるPDO⽷（縫合⽷として使われている）を使⽤して、
⽪膚に傷跡を残さずに挿⼊して細胞にコラーゲンの増加を促す、リフトアップ術です。
他の⽷よりも、強いリフトアップ効果を得られます。
⽷は約6〜8ヶ⽉で体に吸収されますが、⽷の周囲にコラーゲンなどの⽣成を促すので、
⽷が吸収された後もコラーゲンがお肌のはりを持続させ、
約1年以上のリフトアップ効果が持続します。

効果1スレッドリフトは、頬やほうれい線のたるみを強⼒にリフトアップします。
効果2⽷を⽪下に⼊れることで周囲にコラーゲンなどの⽣成を促すので、肌にハリが⽣まれます。
効果3吸収性のある⽷を使⽤しているので安全性も⾼く、異物としてのリスクが残りません。

１ヶ所 通常価格15万円
(両頬＋額＋あごライン)
※最低４ヶ所使⽤

⿇酔：居所⿇酔
傷跡：残りません
洗顔：当⽇より可能

Before After

■ヴィーナスチーク
頰に⾼さを出して法令線を改善&⽴体感のある顔に

Before After
年齢とともに失われた頬の⾼さを出すために
ヒアルロン酸を注⼊し、
フェイスラインを整えることができます。

Aタイプ（すべてのコース）



■⽔光注射【美⽩⽔光注射】【美肌⽔光注射】【引き締め⽔光注射】

ツヤとハリ。透明感溢れた輝くような若肌を実現
極細の針で美⽩・美肌成分を⽪下に注⼊

・⼀番⼈気！美⽩のベーシックプラン【美⽩⽔光注射】
肌にうるおい、つやを与え、内側から輝くような肌に導きます。
ヒアルロン酸によって肌をみずみずしく整え、はりや弾⼒、柔軟性を補います。
さらに、ビタミンCが細胞の酸化を防いでエイジングケアに効果を発揮し、
メラニン⾊素を還元してシミを薄くするほか、メラニンが⽣成させるのを防いで新しくシミができるのを防ぎます。
また、新陳代謝を⾼め、くすみのない透明感のある肌に導きます。肌の中でコラーゲンが合成されるのを助け、
ニキビの改善やニキビ跡のクレーターを滑らかに整えるなどさまざまな美肌効果をもっています。

・すぐれた美肌効果を発揮【美肌⽔光注射】
プラセンタ(胎盤エキス)は、さまざまな成⻑因⼦が含まれる
定番の美肌成分です。肌にうるおいを与えて、キメを整え、
ターンオーバーを正常化させ、健やかな素肌を保ちます。
ターンオーバーのサイクルが整うと、肌の基底層から新しい
細胞をどんどん作り出して古い細胞を押し上げ、
ニキビによってできたクレーターも繰り返し治療を受けるこ
とできれいに改善していきます。

・効率の良いエイジングケアを求めるなら【引き締め⽔光注射】
⾃然な表情を保ちながらしわを改善し、⽑⽳を引き締め、
たるみを軽減しながらフェイスラインをキュッとひきしめます。
⽪脂の過剰分泌によるベタつきやテカリの改善にも有効で、キメを整
える作⽤もあります。
⼿術をせずに、かつスピーディに効率よくエイジングケアをしたいと
いう⽅におすすめの⽔光注射です。

※通常1種類の所
３種類をブレンドした 内容

■エイジングケア点滴（美肌・美⽩・ツヤ）（すべてのコース）

•全⾝美肌になりたい
•サプリを飲んでいるが効果を感じない
•即効性がほしい
•疲労やストレスを感じる
•免疫⼒をアップしたい etc

•オススメ！！⾝体の内部からキレイになりたい！

■ピンポイント修正（ヒアルロン酸）

・気になる所にヒアルロン酸で修正します。
・法令線/唇/涙袋/おでこ etc



ウルセラ＋イントラジェン (全顔・フェイスライン・顎 オーダーショット)

Bタイプ

■ウルセラ
アメリカで開発された超⾳波の熱エネルギーを⽤いた機械です。
⽪膚を⽀える⼟台となっている表在性筋膜（SMAS 筋）に熱変換を起こさせ引き締め、
引き上げる治療法です。
SMAS 層に対する治療はこれまでフェイスリフトなど切る治療しかできませんでしたが、
ウルセラは⽪膚表⾯にダメージを与えず真⽪層〜 SMAS層へのピンポイントな治療が可能となりました。

Before After

切らないリフトアップ
たるみ・小顔・ハリ・シワが気になる方

■注意事項
・2週間以内に過度な⽇焼けをされた⽅
・1ヵ⽉以内にボトックスやヒアルロン酸注⼊を

治療部位に⾏った⽅は施術のご案内ができないことがございます。

■よくある質問
・洗顔、⼊浴、お化粧等は当⽇から可能です
・飲酒や激しい運動、サウナなど体を過剰に温める⾏為は、1週間ほどお控えください。
・治療後の肌は紫外線の影響を受けやすいため、紫外線対策をしっかり⾏ってください。
・痛みがある場合、治療後1〜2週間はエステなど強いマッサージはお控えください。



■ブルートーニング（25万円/10万円コース）

■イントラジェン

施術後、半数近くの⽅に⽪膚に⾚みが出ます。
⽪膚の深部に熱エネルギーを作⽤させるためで、⽪膚の表⾯がやけどをして痛むわけではありません。
この⾚みは、時間が経過すると消えるもので、⻑くて１⽇あれば治まります。

顔全体へRF（ラジオ波）をお肌に照射する治療です。
RF照射は1.5cm×1.5cmの正⽅形の中を均⼀に照射するのではなく、
格⼦状に照射していきます。最新のGFRテクノロジーを利⽤することで表⽪のダメージが少なく、
エネルギーが均⼀に届けられ効果に偏りのない治療が期待できます。
サーマクールと⽐べて先端が格⼦状になっているため
照射される⾯積が⼩さく照射時の痛みが少なく、
均⼀にエネルギーが伝わるため効果にムラがありません。
ダウンタイムがほとんどなく治療後メイクも可能です。

■注意事項
・2週間以内に過度な⽇焼けをされた⽅
・1ヵ⽉以内にボトックスやヒアルロン酸注⼊を

治療部位に⾏った⽅は施術のご案内ができないことがございます。

Before After

⾮常に弱いパワーでお肌にレーザーを照射し、
肌に刺激を与えることなくメラニンを
少しずつ⽬⽴たなくしていく機械



■⽔光注射【美⽩⽔光注射】【美肌⽔光注射】【引き締め⽔光注射】 （すべてのコース）

ツヤとハリ。透明感溢れた輝くような若肌を実現
極細の針で美⽩・美肌成分を⽪下に注⼊

・⼀番⼈気！美⽩のベーシックプラン【美⽩⽔光注射】
肌にうるおい、つやを与え、内側から輝くような肌に導きます。
ヒアルロン酸によって肌をみずみずしく整え、はりや弾⼒、柔軟性を補います。
さらに、ビタミンCが細胞の酸化を防いでエイジングケアに効果を発揮し、
メラニン⾊素を還元してシミを薄くするほか、メラニンが⽣成させるのを防いで新しくシミができるのを防ぎます。
また、新陳代謝を⾼め、くすみのない透明感のある肌に導きます。肌の中でコラーゲンが合成されるのを助け、
ニキビの改善やニキビ跡のクレーターを滑らかに整えるなどさまざまな美肌効果をもっています。

・すぐれた美肌効果を発揮【美肌⽔光注射】
プラセンタ(胎盤エキス)は、さまざまな成⻑因⼦が含まれる
定番の美肌成分です。肌にうるおいを与えて、キメを整え、
ターンオーバーを正常化させ、健やかな素肌を保ちます。
ターンオーバーのサイクルが整うと、肌の基底層から新しい
細胞をどんどん作り出して古い細胞を押し上げ、
ニキビによってできたクレーターも繰り返し治療を受けるこ
とできれいに改善していきます。

・効率の良いエイジングケアを求めるなら【引き締め⽔光注射】
⾃然な表情を保ちながらしわを改善し、⽑⽳を引き締め、
たるみを軽減しながらフェイスラインをキュッとひきしめます。
⽪脂の過剰分泌によるベタつきやテカリの改善にも有効で、キメを整
える作⽤もあります。
⼿術をせずに、かつスピーディに効率よくエイジングケアをしたいと
いう⽅におすすめの⽔光注射です。

※通常1種類の所
３種類をブレンドした 内容

■エイジングケア点滴（美肌・美⽩・ツヤ）（すべてのコース）

•全⾝美肌になりたい
•サプリを飲んでいるが効果を感じない
•即効性がほしい
•疲労やストレスを感じる
•免疫⼒をアップしたい etc

•上記の⼈にオススメ！！⾝体の内部からキレイになりたい！

■リジュランヒーラー⽬尻のシワ（5０万円コースのみ）

リジュランヒーラーは⽪膚再⽣能⼒、油分・⽔分のバランスを
整えてくれるため根本的な肌の改善に効果的

Before After



C
Cプランは、東京美容外科での希望施術プランになります。

１回⽬
ご来院

施術内容決定
の場合

（⾒積り作成）

■カウンセラー・ドクターによるカウンセリング
施術内容確定

カウンセリング

１回⽬
ご来院

■カウンセラー・ドクターによるカウンセリング
施術内容確定

カウンセリング

⾎液検査

■⾎液検査必要（別途、10,800円）

帰国

オペ⽇
予約

日本

中国

Wechat Alipay
で⼊⾦

２回⽬
来院 施術

日本

経過観察
抜⽷

■１週間後

帰国

帰国
施術内容を

検討する場合
（⾒積り作成）

日本

オペ⽇
予約

Wechat Alipay
で⼊⾦

２回⽬
来院 施術 経過観察

抜⽷

要検討

中国

オペ希望

基本の流れ

■中国で⾎液検査必要

帰国

■１週間後

一旦帰国して検討する場合の流れ



Cタイプ（抜⽷のいらないもの）

⼆重埋没法

before after

■注射系（ヒアルロン酸）
涙袋・シワ・唇・⿐

■注射系（ボトックス）
シワ・エラ

■注射系（美⽩・美肌・疲労回復）

⿐ヒアルロン酸（⿐筋をシャープに）

before after

before after

エラボトックス

■脂肪溶解注射（BNLS注射）
顔・腕・脚など

before after

涙袋（涙袋をぷっくりと）

before after カウンセリングによって値段は異なります
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Cタイプ（抜⽷が必要なもの）
⼆重全切開

before after
豊胸

before after

⿐形成

脂肪吸引

etcカウンセリングによって値段は異なります

⽬
⼆重切開・眼瞼下垂・⽬頭切開・⽬尻切開

⿐
⿐プロテーゼ・⼩⿐縮⼩・⿐尖形成・⿐中隔延
⻑・⿐孔縁形成・鷲⿐・斜⿐・⾻切り・

額
額プロテーゼ

頰
頰⾻⾻切り・⼝横脂肪切除（バッカルファット）

顎
顎プロテーゼ

腕・脚・お腹など
脂肪吸引

顎プロテーゼ

before after

before after

■その他の施術メニュー



【来院】
↓

【カウンセリング室】※問診票（受付表・アンケート⽤紙）必要
CSルーム⼊室後に問診票（受付表・アンケート⽤紙）の記⼊

↓

【Dr．CS】
患者様の希望を確認。
医師からの施術内容の説明。注意事項説明。
施術内容の決定。

↓

【CS】
施術内容の確認。
※誓約書（院⽤：東美治療説明書 患者⽤：明細書）
術前注意説明⽂（後⽇となる様な数種類のOPE）必要

↓
【⽀払⼿続き】

↓
【⼿術前】 ※術前写真撮影

↓
【⼿術】

↓ ※術後写真撮影
【術後説明】※術後説明書・処⽅箋 必要
術後説明に署名・捺印 処⽅薬の説明

来院後の流れ
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美容整形は、施術を受けて終わりでは、意味を成しません。

施術後にどのようなケアをするかにより、皆様の健康が左右されます。

全株式会社は、施術後のアフターフォローを最も重要視しております。

医師の指示の下、安心できる医療体制で健診を受けることが大切です。

全株式会社は、お客様の帰国後も、we chatやメールを通して、お客様か
らの様々なお問い合わせに対応させていただきます。

お客様と病院の間に立ち、お客様のご心配やご不安を解消し、健康をサ
ポートさせていただきます。

施術後のアフターサービス



2018/1/4

資料のご閲覧誠にありがとうございます、お問い合わせ
お待ちしております。

全株式会社 代表取締役 中尾芳広

人間ドック・医療・美容インバウンド事業部 李晔


