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オーダーメイドの最新痩身治療で理想の体に！
「Dr. 衣理式トータルボディシェイピング」のご案内

カウンセリング、機器、メソセラピー、サプリメントを組み合わせる
総合プログラムによるオリジナルな痩身治療

スッキリ整った体を目指すボディシェイピング。
人が10人いれば、脂肪のつき方や痩せやすさ、絞りたい部位は十人十色。画一的な治療で、
望むスタイルを手に入れることはできません。

また1つのメソッドだけに頼ってスタイルをつくろうとしても、思うようにいかないこと
も多いものです。

そこで“Dr. 衣理”こと衣理クリニック表参道院長・片桐衣理がおすすめするのが、「Dr. 
衣理式 トータルボディシェイピング」です。一人ひとりの体や生活習慣を判断し、機器
による脂肪燃焼、脂肪溶解メソセラピー、サプリメント、点滴などを組み合わせる総合プ
ログラムは、いわば“オーダーメイド”の痩身治療。

あの手この手で、効率よく、負担なく、真に美しいボディを叶えます。
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「ひとつの目的を突き詰めるためには、
複数の方向からのアプローチが必要。」

それが“Dr. 衣理”こと片桐衣理の考え方です

スタイルアップしたいという方々と向き合っているうちに、「どういう体になりたいか
という望みは一律でない」という事実に直面したDr. 衣理。全身をスッキリさせたい、く
びれをつくりたい、お尻のボリュームをキープしたまま痩せたい……。まさに求める体
型は人それぞれ。さらに脂肪や筋肉のつき方、食生活のあり方、スタイル完成の目標時
期も人それぞれです。

つまり100人いれば、ボディシェイピングの方法は100通り。「スタンプを押したような
型にはまった治療はありえない！」とDr. 衣理は考えました。
また、一人ひとりの希望に合った効率的なボディシェイピングを行うには、１種類のメ
ソッドに頼るのではなく、複数のメソッドを平行して用いるほうがいい。

こうした発想から生まれたのが「Dr. 衣理式トータルボディシェイピング」です。最新
機器による脂肪や筋肉へのアプローチ、脂肪溶解メソセラピー、食欲抑制剤などの内服、
加えて生活のアドバイスもと、多角的に働きかけてボディを“デザイン”。一人ひとりの体
と心を見つめて、スムーズに理想の体に近づけます。

Point1
一人ひとりの体を見据えた、オーダーメイドのボディメイキングです
はじめに徹底したカウンセリングを実施し、脂肪のつき方、スリムにしたい
部位、生活習慣などをヒアリング。機器による痩身、メソセラピー、内服薬
やサプリメントを組み合わせて、“その人だけ”の最適なメソッドを提案しま
す。また、一般にむずかしいとされる部分痩せにも柔軟に対応します。

Point2
バリエーション豊富な最新鋭の機器で、効率よく治療を行います
機器の幅広さと技術の新しさも自慢。ベストな機器を選び、またときには複数の機器を用い
て、理想のボディをデザインします。

Point3
生活のアドバイスも。心にも寄り添い、リバウンドのない体をつくります
食べ方や運動の方法など、生活習慣への助言も併せて行い、モチベーションをアップ。痩せ
やすい環境をキープできるようサポートします。
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メソッド1 最新機器でハイレベルなボディメイクを実現

トゥルスカルプ3D/iD
◆高周波エネルギー技術で脂肪を燃焼させるトゥルスカル
プ3Dの進化版。日本では衣理クリニック表参道が初めて導
入しました。
◆2MHzのパワフルな高周波エネルギーで脂肪細胞のみを
加熱し、アポトーシス(細胞死)に導き、代謝により体外に
排出。１回15分の施術で約24％の脂肪減少効果が認められ
ています。
◆６個のスタンプパッドをボディに一気に装着できるため、
アプローチする面積が大きく、背中や腹部など広い範囲の
部分痩せもOK。平面的な部位の脂肪を均一に落としたい
ときに向いています。
◆ダウンタイムは基本的にありません。

価格：１サイクル(約15分／1ハンドピース) ￥29,000 (税抜)
単位数の目安：個人差がありますが、お腹まわり全体で最高6単
位の施術になります。
主な対象部位：お腹、ウエスト、背中、太もも、ヒップ、ふくら
はぎなど
※参考：トゥルスカルプ３D（ボディ）価格￥100,000円(1単位)

施術例
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1回の施術から12週間後施術前

1回の施術から10週間後施術前

1回の施術から12週間後施術前

1回の施術から12週間後施術前
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クールスカルプティング
◆冷却効果で脂肪を減少させる機器。衣理クリニック表
参道ではデュアル(２台)使用することで、１回の治療で
２カ所以上の治療が可能。時間も大幅に短縮できます。
◆部分的に吸引しつつ冷却して、脂肪細胞をアポトーシ
スさせ、体外に排出させるしくみ。脂肪細胞が低温に弱
いという性質を利用しているので、他の組織にダメージ
を与えず、脂肪だけに作用。脂肪細胞の数そのものを減
らします。
◆腰の横、ブラジャーのハミ肉、膝の上、ヒップ下の段
差など、「部分的なつまめる脂肪をなくしたい」という
お悩みに最適です。
◆ダウンタイムは基本的にありません。

施術例

価格：１単位(35分以上)￥80,000
２単位￥150,000(税抜)

単位数の目安：個人差がありますが、腰まわり全体
で２単位の施術になります。
主な対象部位：ウエスト、ブラファット、太もも、
膝上、ヒップの下、あご下など

エムスカルプト
◆筋肉量を増やし、脂肪を燃焼させる機器。衣理クリ
ニック表参道が日本で初導入しました。
◆HIFEMエネルギーが約２万回の筋収縮を誘発し、通常
の運動では到達できない超極大筋収縮(皮下７㎝の筋肉を
収縮すること)を起こします。この作用により、代謝が高
まり、脂肪分解が促進され、細胞がアポトーシスに至り
ます。
◆30分間ベッドに横になるだけの、負担感のない治療で
す。
◆筋肉の引き締まり感がほしい人、筋肉量を増やして、
体を整えたい人におすすめです。
◆ダウンタイムは基本的にありません。 価格：腹部の筋肉増強＋脂肪減少治療(30分)

１回￥160,000、４回￥400,000
（\100,000/１回あたり）(税抜)施術例

施術前 施術前1回の施術から6週間後 1回の施術から12週間後

施術前 ４回の施術後 施術前 ４回の施術後
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メソッド2 脂肪に薬剤を直接注入。脂肪溶解メソセラピー

◆痩せたい部位の脂肪に直接薬剤を注射。脂肪細胞を分解
して、体外に排出させる治療法です。
◆一人ひとりに応じた薬剤を痩せたい部位に。表情や筋肉
のつき方を把握し、脂肪が落ちた後の状態も予測しながら
適切な量を、効果的に注入していくのが、Dr. 衣理式の特
長です。
◆部分痩せはもちろん、セルライトのケアをしたい、冷え
やむくみを改善して代謝を高めたいという人にも。

価格：1回￥ 50,000(税抜) ３回￥125,000(税抜)
主な対象部位：ウエスト、太もも、二の腕など

メソッド３ 内側からのケアもマスト。内服薬とサプリメント

ゼニカル
◆脂肪吸収阻害薬。肥満防止の処方薬として、FDA(アメ
リカ食品医薬品局)の認可を受けているダイエットピルで
す。
◆脂肪を分解する酵素に働きかけて、脂肪の消化吸収を阻
害。食事で摂取された脂肪の約30％を体外に排出します。

価格：３回１カプセル￥400(税抜)
食事ごとに服用

BBX
◆食欲抑制剤。無理なく食欲を抑え、ストレス太りを防ぎ
ます。
◆過度なストレスにより、ストレスホルモンといわれるコ
ルチゾールの分泌が増加すると、腹部脂肪、内臓脂肪が蓄
積される危険が。そのコルチゾールの分泌をコントロール
して、食欲を抑制。さらに植物由来成分で脂肪の吸収を抑
え、摂取カロリーを約50％カットします。 価格：30錠￥13,000(税抜)

１日１〜２錠服用

ウルトラスーパーナイアシン
◆脂質やアミノ酸の代謝を助けるナイアシンを主とした、
衣理クリニック表参道オリジナルのサプリメントです。
◆エネルギー効率のよい体づくりをサポート。代謝低下に
よる皮下脂肪や内臓脂肪の増加が気になるときに。油っぽ
い食事が多い人、お酒を飲む機会が多い人にも。

価格：90錠￥11,700(税抜)
１日１〜３錠服用

脂肪溶解注射
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衣理クリニック表参道／東京ベイ港院 総統括院長
衣理インターナショナル（現在ベトナム９院）統括院長
美容皮膚科・内科医
日本内科学会・日本美容外科学会・日本抗加齢医学会評議員

片桐衣理 Eri Katagiri

ケミカルピーリング、痩身、注射療法など10万件を超える豊富な臨床経験をもとに、安
全かつ効果的なアンチエイジング治療を提供。その繊細なテクニックと美的センスには
定評があり、多くの美容のプロ、モデル、女優の顧客を抱える。
また、肌のメカニズムを徹底研究して開発したドクターズコスメ“イースペシャル”は、
「女性の気持ちがわかるコスメ」「着実に手応えが得られるスキンケア」として幅広い
世代からの支持を獲得。シリーズ発売以来、リピート率90％を誇り、美容誌や女性誌の
ベストコスメにも多数選出されている。

Dr.衣理が世界最大手の皮膚科専門の製薬会社、ガルデルマより、
日本初となる『ヒアルロン酸注入特別認定医』および
『ヒアルロン酸注入認定技術指導医』の称号を獲得！

衣理クリニック表参道（東京都港区／片桐衣理院長）院長のDr.衣理は、国内
外で約10万件以上のヒアルロン酸注入例を誇る実績が評価され、世界最大手
の皮膚科学専門の製薬会社、ガルデルマ社（スイス）より、世界初となる
『ヒアルロン酸注入特別認定医』および『ヒアルロン酸注入認定技術指導
医』の称号を授与されました。

ガルデルマ社代表取締役ルスロー・ルディ氏と

院長プロフィール

クレジット掲載表記／お客様お問い合わせ

クレジット掲載表記／お客様お問い合わせ

衣理クリニック表参道
〒107-0061 東京都港区北青山3-5-30 入来ビル4F/5F
●初診の方 Tel：03-5786-1155
●再診の方 Tel：03-5786-0077

診療時間 10:00〜19:00 休診日：水曜・日曜
初診料 5,000円（税抜）
【イースペシャルトライアルセット2,500円（税抜）プレゼント】

●オフィシャルサイト https://www.eri-clinic.com
●片桐衣理オフィシャルブログ https://ameblo.jp/eri-katagiri
●美人製造研究所ホームページ https://www.bijin-seizo.com

衣理クリニック表参道 広報部

E-Mail ： pr@eri-clinic.com（広報部）
〒107-0061 東京都港区北青山3-5-30 入来ビル5F 
Tel：03-5786-0666  Fax：03-5786-0099

●体験ご希望の方は優先的に提供させて頂きますのでご連絡ください。
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