学会所属クリニック名簿（2022.08.18 更新）

全国 178 医院所属

ß
北海道（12 医院）
グリーン皮膚科クリニック

北海道帯広市二十三条南 2 丁目 16-41
TEL : 0155-61-1212
http://www.green-derma.com/

SSC クリニック・SSC ビューテ 北海道札幌市北区北 9 条西 3 丁目パワービル札幌駅前 3F
TEL : 011-728-4108

ィークリニック

（認定医・認定脱毛士・レーザ https://sscbeauty.com/
ー脱毛士

所属）
北海道札幌市中央区南 1 条西 4 丁目 大手町ビル 2F

蘇春堂形成外科
（レーザー脱毛士

所属）

やんべ皮フ科クリニック

TEL : 011-222-7681
北海道札幌市中央区南 1 条西 4 丁目 大手町ビル 5F
TEL : 011-222-7431
http://yambeclinic.com/

白石ガーデンプレイス皮膚科ク

北海道札幌市白石区南郷通 1 丁目南 8 番 10 号

リニック

白石ガーデンプレイス 3Ｆ
http://shiroishi-skin.jp/

電車通りレーザー美容クリニッ

北海道札幌市中央区南 19 条 6 丁目 1-1 グローバルビル 2F

ク

TEL :011-211-1489
http://lb-clinic.com/

札幌クララ美容皮膚科

北海道札幌市中央区南二条西 4 丁目

桂和 MT ビル 5F

TEL :011-211-1244
https://clarabeautyclinic.jp/
医療法人社団 桜光明会

北海道札幌市中央区南 3 条西３丁目 8-1

札幌さくらビューティークリニ

TEL :011-241-3232

ック

https://sapporo-prp-sakura.jp/

YOKO CLINIC

北海道函館市石川町 188-14
TEL :0138-47-4059
http://yoko.clinic/

みなみ町皮フ科クリニック

北海道帯広市西 18 条南 33 丁目 2-1
TEL :0155-47-0880
http://minami-derma.com/

ひなたクリニック

北海道札幌市中央区北 3 条西 4 丁目 1-1
TEL :011-204-8000
http://hinataclinic.com/

エテルノビル 3F

ニセコインターナショナルクリ

北海道虻田郡倶知安町字山田 76-100

ニック

TEL :0136-21-5454
https://www.niseko-nic-jp.com/
東北：青森（1 医院）
青森県五所川原市田町 4-5

田町小山クリニック

TEL : 0173-34-3431
http://www.geocities.jp/tsushimanaika/
関東：栃木（2 医院）
栃木県宇都宮市駅前通 2-3-5 ユニマットビル３F

医療法人創美会
共立美容外科

宇都宮院

（レーザー脱毛士

所属）

あい皮膚科クリニック

TEL : 028-638-0888
https://kyoritsu-u.com
栃木県宇都宮市東峰町 3040
TEL : 028-683-2400
http://www.i-hifuka.com/
関東：茨城（1 医院）

まみ皮膚科クリニック

茨城県水戸市河和田 1-1664-1
TEL : 029-297-1112
https://mami-hifuka.com/
関東：群馬（5 医院）

弓皮ふ科医院

群馬県高崎市片岡町 1-5-3

（認定脱毛士・レーザー脱毛士 TEL : 027-322-2013
所属）

http://med.wind.ne.jp/~yumi/

シンシアガーデンクリニック

群馬県高崎市高関町 368-1

高崎院

TEL : 027-388-0411
http://sincere-takasaki.com/

医療法人社団和と輪

群馬県太田市南天島町 62

シンシアガーデンクリニック

TEL : 0120-43-6223

太田院

http://www.sincere-gc.com/

医療法人あいおい会

群馬県高崎市旭町 113-7 ハートスクエア長建

こすもレディースクリニック

TEL : 027-330-2215
http://www.cosmo-ladies.com/

医療法人

豊田内科医院

群馬県前橋市上小出町 1-30-1
TEL : 027-234-1223
http://www.mtoyoda-clinic.com/

関東：埼玉（4 医院）
大宮中央クリニック

埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-5 大宮銀座ビル 4F
TEL : 0120-077-645
http://www.shinbijin.jp/

千春皮フ科クリニック

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 9-1 スミダワン本館 5F
TEL : 048-813-1188
http://chiharu-hifuka.com/

あきもと皮フ科クリニック

埼玉県さいたま市緑区東浦和 4-11-18
TEL : 048-873-5664
http://akimoto-datsumo.com/

さいたま静脈瘤クリニック

埼玉県川口市栄町 3 丁目 8-18 凮月栄町ビル 2 階
TEL : 048-229-5056
https://saitama-varix.com/
関東：東京（38 医院）

青山研美会クリニック

東京都渋谷区神宮前 3-42-16 コッポラスクウェア 2F・3F

（レ—ザー脱毛士

TEL : 03-5413-1777

所属）

http://www.kenbikai-clinic.com/index.html
秋葉原スキンクリニック

東京都千代田区外神田 4-6-7 カンダエイトビル 3F
TEL : 03-3256-1212
https://www.akihabara-skin.com/

有川スキンクリニック

東京都新宿区神楽坂 6-8 文悠ビル 2F
TEL : 03-5206-5527

飯田橋クリニック

東京都千代田区飯田橋 4-6-9 ST ビル 5F
TEL : 03-3222-6461
http://www.iidabashi-cl.com/

川口クリニック

東京都荒川区東日暮里 5-52-2 神谷ビル 5F

（認定脱毛士・レーザー脱毛士 TEL : 03-5811-7555
所属）

http://www.kawaguchi-clinic.com/

医療法人社団美人会

東京都渋谷区代々木 2-9-2 久保ビル 7F
TEL : 03-5354-0707
http://www.kyoritsu-biyo.com/

銀座 HAL クリニック

東京都中央区銀座 7-8-5 植松ビル 4F
TEL : 03-5568-2277
http://www.hal-clinic.com/

KUMIKO CLINIC

東京都千代田区有楽町 1-6-10 スクワール日比谷ビル 8F
TEL : 03-6206-6777
http://clinic-b.biz/

医療法人社団優成会

東京都中央区銀座 5-4-9 ニューギンザ 5 ビル 10F

クロスクリニック銀座

TEL : 03-5339-2590
http://www.cross-clinic.com/
東京都渋谷区渋谷 2-22-10 タキザワビル 7F

渋谷皮フ科医院

TEL : 0120-213-291
https://www.shibuya-hifuka.com/
ビューティースキンクリニック

東京都渋谷区代々木 2-7-5 中島第二ビル 7F
TEL : 0120-755-884
https://beautyskinclinic.jp/

立川皮膚科クリニック付属

東京都立川市柴崎町 2-1-8 立川駅南口メディカルモール 3F

アクネケア＆アンチエイジング TEL : 042-595-6188
センター

http://www.tachikawa-derma.biz/

ゴリラクリニック

東京都新宿区新宿 4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 5F
TEL : 0120-987-118
https://gorilla.clinic/
東京都中央区銀座 2-11-8

医療法人邦寿会

DUPLEX GINZA TOWER 3F

東京皮皮膚科・形成外科 銀座院 TEL : 03-3534-8000
http://www.251901.net/
みやた形成外科・皮ふクリニッ 東京都港区西新宿 2-5-11 NTK ビル 2F
TEL : 03-5510-3931

ク

http://www.toracli.com/
東京都千代田区神田佐久間町 2-20 翔和秋葉原ビル 2F

秋葉原中央クリニック

TEL : 0120-119-877
http://akiba-biyou.com/
医療法人社団

東京都杉並区荻窪 5-27-5 中島第二ビル 7F

仁薫会

TEL : 03-3392-7017

かおるクリニック

http://www.kaoruclinic.com/
医療法人社団

最匠会

光伸メ

ディカルクリニック

東京都新宿区北新宿 2-21-1
新宿フロントタワー3F メディカルモール
TEL : 03-3361-3366
http://www.kmcl.jp/index.html

スキン・ソリューション・クリ

東京都中央区新富 1-15-3 新富・ミハマビル５Ｆ

ニック

TEL :03-3208-2001
http://www.skinsolutionclinic.com/

しらゆりビューティークリニッ

東京都新宿区新宿 2-11-14

ク

TEL : 03-5361-6851
https://www.shirayuribeauty.jp/

池袋レーザークリニック

東京都豊島区南池袋 1-17-2 南池袋 1-N ビル 9F
TEL : 03-3985-3811
http://www.laserclinic.jp/

広尾プライム皮膚科

東京都渋谷区広尾 1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー2F
TEL : 03-5485-7255
https://www.hiroo-prime.com/

下北沢ルミアージュクリニック

東京都世田谷区北沢 2-28-2 深澤ビル 1F
TEL : 03-5738-8208
http://lumiage.jp/

さかき皮膚科・外科クリニック

東京都東村山市栄町 1-4-26 清光ビル 5 階 502
TEL : 042-598-7677
http://www.sakaki-cl.com/

山手皮フ科クリニック

東京都新宿区高田馬場 3-2-5 フレンドビル 3F
TEL : 03-5332-7680
https://www.yamate-clinic.com/

RENATUS CLINIC

東京都港区芝 5-27-13 YA 三田ビル 4F
TEL : 03-6275-1879
https://renatusclinic.jp/

医療法人社団有恒会

東京都新宿区歌舞伎町 1-1-17 エキニア新宿 7 階

オザキクリニック LUXE 新宿

TEL :03-5155-0449
https://www.ozaki-clinic.com/

AG CLINIC GINZA

東京都中央区銀座 4 町目 10-1 HOLON GINZA 4 階
TEL :03-6278-8112
https://ginza-ginginclinic.com/

にしあらい駅前皮膚科

東京都足立区西新井栄町 2-3-3 さくら参道ビル 201 号
TEL :03-5888-6351
https://www.nishiarai-hihuka.com/index.html

自由が丘クリニック

東京都目黒区八雲 3-12-10 パークヴィラ 202-203 号
TEL :03-5701-2500
https://jiyugaokaclinic.com/

GLOW

clinic

東京都渋谷区渋谷 1-10-1 八千代ビル 3F
TEL :03-64275822
https://glow-clinic.com/

目黒駅前アキクリニック

東京都品川区上大崎 2-27-3 目黒駅前山田ビル 5F
TEL :03-5487-2525
https://akiclinic-meguro.com/facilities/facilities06.html

お花茶屋くじら皮膚科

東京都葛飾区宝町 2-33-17 1F
TEL :03-5670-8612
https://kujira-skin-clinic.com/

Rinato Beauty Clinic

東京都新宿区西新宿 1-12-11 山銀ビル 4F
TEL :03-6258-0753
https://rinato-beauty-clinic.com/

リゼクリニック

立川院

東京都立川市柴崎町 3-6-23 LX ビル 3F
TEL :042-548-3815
https://www.rizeclinic.com/
東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 13-22 第 25 宮庭マンション 208

北参道駅前ひふ科

TEL :03-6910-5550
https://kitasando-hifuka.jp/
GLOW clinic 新宿院

東京都新宿区西新宿 1-18-6 西新宿ユニオンビル 9F
TEL :03-5989-0202
https://glow-clinic.com/access/shinjuku

レオクリニック恵比寿

東京都渋谷区恵比寿西 2-2-8 寿豊ビル 3F
TEL :03-6809-0563
https://leoclinic.jp/
関東：千葉（10 医院）
千葉県松戸市秋山 68-12

シャルムクリニック

TEL : 047-710-7788
http://www.charme-clinique.jp/index.html
ちば美容・形成外科クリニック

千葉県千葉市中央区新町 3-3 辰巳ビル

（レーザー脱毛士

TEL : 043-247-5232

所属）

新東京クリニック

千葉県松戸市根本 473-1

美容医療レーザー治療センター

TEL : 047-366-7000
http://www.shin-tokyohospital.or.jp/

千葉中央美容形成クリニック

千葉県千葉市中央区富士見 2-2-3 吉田興業第一ビル 7Ｆ
TEL : 043-223-7620
http://www.chiba-biyo.com/

医療法人社団 茉悠乃会

千葉県船橋市本町 5 丁目 3 番 5 号 伊藤ＬＫビル 4 階

船橋ゆーかりクリニック

TEL : 0120-12-4103
https://i-my.jp/

ふじもと皮フ科クリニック

千葉県船橋市習志野台 3-1-1 エキタきたなら 3F
TEL :047-464-7222
https://fujimoto-derma.com/

おちあい皮膚科クリニック

千葉県八千代市緑が丘 2-2-11
TEL :047-458-4112
https://o-hifu.com/

自由が丘クリニックソフィア

千葉県千葉市中央区春日 2-21-8 喜一ビル 2F
TEL :043-244-1177
https://clinicsophia.com/

M スキンクリニック

千葉県千葉市美浜区ひび野 1-6-2 公園通りビル 2F
TEL : 043-271-6666
https://m-skin.jp/

クレストスキンクリニック

千葉県船橋市本町 4-41-10 SADOYA Up Court 5F
TEL : 0120-805-258
https://crestskin.clinic/
関東：神奈川（6 医院）

大船 T’s 形成クリニック

神奈川県鎌倉市大船 1-25-4 ヴィレッジビルディング 2F
TEL : 0467-47-3711
http://ts-cl.com/sp/datsumou_lp/

久里浜駅前皮フ科

神奈川県横須賀市久里浜 1-3-18

（認定医

サンヨービル 2F

所属）

TEL : 046-834-0102
テティス横濱美容皮膚科

神奈川県横浜市中区桜木町 1-101-1 クロスゲート 6F
TEL : 045-228-7391
http://www.thetis-y.com/

青葉台ビューティークリニック

神奈川県横浜市青葉区青葉台 2-11-12 青葉台コーポ 202
TEL : 0120-01-4112
http://www.aobadai-beauty.com/

センター南形成外科皮フ科

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 17-22
プルミエールセンター南 205
TEL : 045-532-5225
https://centerminami-psd.com/

横浜中央クリニック

神奈川県横浜市西区北幸 1-2-13 横浜西共同ビル 10F
TEL : 045-324-7070
https://www.yokohamachuoh-biyou.com/

甲信越：山梨（1 医院）
甲府クリニック

山梨県甲府市北口 1-2-14 2F

（認定医

TEL : 055-254-3056

所属）

http://www.kofu-clinic.ne.jp/

北陸：富山（4 医院）
富山県高岡市京田 441-1

カメイクリニック２

TEL : 0766-29-2555
http://www.k-clinic.com/
カメイクリニック富山院

富山県富山市牛島町 18-7 アーバンプレイス 2F
TEL : 076-439-5193
http://www.k-clinic.com/0_tym/0_tym.html

寺田皮ふ科ひ尿器科医院

富山県富山市白銀町 1-8
TEL : 076-421-8780
http://www.terada-hifuka.com/

ひの皮ふ科クリニック

富山県中新川郡上市町法音寺 16
TEL : 076-472-1800
北陸：石川（5 医院）
石川県金沢市広岡 1-1-26

金沢中央クリニック

TEL : 076-222-3044
http://www.kofu-clinic.ne.jp/
金沢美容外科クリニック

石川県金沢市千日町 1-13
TEL : 076-247-4700
http://kanakuri.net/
石川県金沢市藤江北 1 丁目 396 番地

畷形成外科医院

TEL : 076-256-0133
http://www.nawate-keiseigeka.com/
医療法人社団

竹英会

タケダスキンクリニック

石川県金沢市入江 1-130
TEL : 076-272-8561
http://www.geocities.jp/koei350jp/TSC.html
石川県金沢市近岡町 428-1

なつこクリニック

TEL : 076-255-1798
https://natsukoclinic.com/
東海：静岡（3 医院）
富松レディースクリニック

静岡県静岡市葵区千代田 1-1-3

（レーザー脱毛士

TEL : 054-261-1730

所属）

http://www.tomimatsu-lc.jp/
クリニックデュソレイユ

静岡県浜松市北区平口 2663-1
TEL : 053-585-4800
http://www.ensoleillee.org/

静岡県静岡市葵区御幸町 6-11 一瀬ビル 6F

静岡中央クリニック
（レーザー脱毛士

所属）

TEL : 054-221-1170
http://www.chuoh-clinic-beauty.com/
東海：愛知（10 医院）

ごきそ皮フ科クリニック

愛知県名古屋市昭和区御器所通 3-20 ST PLAZA EAST 2F

（認定医・認定脱毛士・レーザ TEL : 052-852-8725
ー脱毛士

所属）

知立南皮フ科・内科

http://www.yuki-hifu.com/
愛知県知立市東長篠 1 丁目 1-13

（認定医・認定脱毛士・レーザ TEL : 0566-83-5111
ー脱毛士

所属）

遠山クリニック

http://www.minamihifuka.com/
愛知県豊橋市大橋通 1 丁目 89 番地
TEL : 0532-55-3182
http://toyamaclinic-hifu.com/

眼科北村クリニック

愛知県稲沢市平和町下起南 260
TEL : 0567-47-0146
http://www.eye-kitamura.com/

咲くらクリニック

愛知県安城市住吉町 5-15-1
TEL : 0566-96-5500
https://www.sakura-clinic.jp/

医療法人

愛知県碧南市白砂町 3-27

あおい皮フ科クリニック

TEL : 0566-91-0449
http://www.aoi-skin-clinic.com/

西村耳鼻咽喉科・皮ふ科

愛知県名古屋市西区南川町 293

（レーザー脱毛士所属）

TEL : 052-501-6607
https://nishimura-ent-skin.com/

宍戸皮フ科クリニック

愛知県刈谷市広小路 5-31
TEL：0566-62-5501
https://www.shishido-hifuka.com/

松前内科医院

愛知県一宮市浅野字紅楳野 50 番地 1
TEL：0586-81-7001
https://www.aireikai.jp/medical/

豊川アレルギーリウマチ

愛知県豊川市宿町野川 10−５

クリニック

TEL：0533-85-8484
https://toyokawa-arc.com/
東海：三重（2 医院）

水谷皮フ科クリニック

三重県津市新町 3 丁目 6-22

（認定医・認定脱毛士・レーザ TEL : 059-223-4645
ー脱毛士

所属）

http://www.mizutanihifuka.com/

山本皮フ科（認定医・認定脱毛 三重県津市南中央 5-11
士・レーザー脱毛士

所属）

TEL : 059-228-9856
近畿：滋賀（1 医院）

麗ビューティー皮フ科クリニッ 滋賀県草津市西大路町 4-32
TEL : 0775-69-5509

ク

http://www.rei-beauty.com/
近畿：京都（7 医院）
京都府京都市下京区室町通四条下る鶏鉾町 480

岡田佳子クリニック

オフィスワン四条烏丸 5F
TEL : 075-365-3337
http://www.okada-keiko.com/
京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町 99 番地

医療法人財団康生会

北山武田病院（認定脱毛士・レ TEL : 075-721-1612
ーザー脱毛士

所属）

いわきクリニック

京都府長岡京市長岡 1 丁目 1-11

形成外科皮フ科

TEL : 075-959-1071
http://www.iwaki-clinic.com/

ルシアクリニック京都院

京都府京都市下京区立売中之町 105

ISE ビル 4F

TEL : 075-252-6600
https://lucia-c.com/
池内皮膚科医院

京都府綴喜郡井手町橋ノ本 10

TEL : 0774-82-5511
http://www.ikeuchi-clinic.com/
すなおクリニック

京都府京都市下京区四条通寺町西入奈良物町 357 京都四条ビル 3F

TEL : 075-254-7331
https://sunao-clinic.com/

御所南はなこクリニック

京都府京都市中京区大津町 645

TEL : 075-231-8875
https://hanako-cl.com/

近畿：大阪（20 医院）
MA クリニック心斎橋

大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-13-15 三栄心斎橋ビル 6F

（レーザー脱毛士

TEL : 06-6244-3500

所属）

http://www.maclinic.jp/
大阪府大阪市中央区難波 4-5-30 LAQZA ビル 2F

河合皮フ科医院
（認定脱毛士

所属）

TEL : 06-6643-4054
http://www.kawaihifuka.com/

医療法人創美会

大阪府大阪市中央区難波 4-7-6 R2 ビル

きぬがさクリニック

TEL ; 06-6631-8111

（認定医・認定脱毛士・レーザ http://www.kinugasaclinic-japan.com/
ー脱毛士

所属）

木下皮フ科クリニック

大阪府大阪市西区北堀江 1-1-23 養田ビル四ツ橋館 2 階 2A
TEL : 06-6536-0230
http://www.kinoshitaclinic.jp/

ササセ皮フ科

大阪府大阪市淀川区塚本 2-24-8 タバタビル 6F
TEL : 06-6307-5757
http://www.sasase.jp/index.html

医療法人

愛誠会

つかはらクリニック

大阪府大阪市安倍野区阿倍野筋 1-1-43 あべのハルカス 22 階
TEL : 06-6621-1296
http://www.tsukahara-clinic.com/

医療法人

ツツイ美容外科

大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-4-29 フェリチタ心斎橋 502
TEL : 06-6281-5444
http://www.tsutsui-biyo.com/

浜口クリニック

大阪府大阪市北区芝田 1-1-27 サセ梅田ビル 6~8F

（認定脱毛士・レーザー脱毛士 TEL : 06-6371-2136
所属）

http://www.tokyo-seikei.or.jp/

むやスキンクリニック

大阪府豊中市新千里東町 1-4-2
千里ライフサイエンスセンタービル 8F
TEL : 06-6872-7377
https://muyaskinclinic.jp/

大阪梅田中央クリニック

大阪府大阪市北区菱田 1-5-12

備後屋ビル 5Ｆ

TEL : 0120-288-556
http://www.shinosaka-chuoh.com/
マロズスキンクリニック

大阪府堺市北区北花田町 3 丁目 18-18
ジョイフルフタバビル 2Ｆ
TEL : 072-276-4133
http://marosskinclinic.com/

医療法人杏皇会

大阪府大阪市都島区東野田町 2-9-7 K2 ビル 2F

こまちクリニック

TEL : 06-6881-2595
https://www.komachi-clinic.com/

あきせウィメンズクリニック

大阪府寝屋川市香里南之町 20-20 グランフィール香里園 302

寝屋川院

TEL : 072-831-2115
https://neyagawa.akise-wc.com/

医療法人 晋晃会

大阪府大阪市淀川区十三本町 2-1-26 十三 NLC ビル 5F

ちはるクリニック

TEL : 06-6195-6886
https://www.chiharuclinic.com/

ゆきおかクリニック

大阪府大阪市生野区桃谷 2-17-18
TEL : 06-6718-3939
https://yukioka-cl.com/

ウィルクリニック

大阪府大阪市中央区久太郎町 4-1-3 大阪センタービル 10F
TEL : 06-6282-5151
https://www.will-be.jp/

扇町レディースクリニック

大阪府大阪市北区野崎町 1-20
TEL : 06-6311-2511
https://olc.ne.jp/

あゆみ皮膚科クリニック

大阪府大阪市平野区加美東 4-20-20-101
TEL :06-6793-8966
https://ayumi-hifuka.com/

Jazzy Clinic

大阪府大阪市北区曽根崎新地 2-1-13 曽根崎澤田ビル 2F
TEL :06-6442-0022
https://jazzyclinic.jp/about

北摂皮膚科クリニック

大阪府高槻市大畑町 13−１
イオンフードスタイル摂津富田店 2F
TEL :072-697-7830
https://aestheticdermatology.hokusetsu-skin.jp/
近畿：兵庫（5 医院）

姫路さくらクリニック

兵庫県姫路市東今宿 3-5-8 スカイビル 3F
TEL : 079-298-7050
http://himejisakura.com/index.php

神戸中央クリニック

兵庫県神戸市中央区三宮町 1-3-15 京町筋安田ビル 6F
TEL : 078-325-1291
http://www.kobe-datsumou.com/

みこ皮膚科クリニック

兵庫県姫路市南今宿 2-39
TEL : 079-298-1535
http://mico-clinic.com/clinic.shtml

いでい皮ふ科

兵庫県神戸市西区押部谷町栄 450-2
TEL : 078-995-1717
http://www.idei-skinclinic.com/

クラージュクリニック

兵庫県神戸市西区糀台 5-6-3 神戸西神オリエンタルホテル 5F
TEL : 078-940-6101
https://clarage-clinic.jp/

近畿：奈良（2 医院）
奈良県奈良市三条本町 1-2 JR 奈良駅 NK ビル 3F

えいご皮フ科

TEL : 0742-20-8500
http://hifuka-eigo.com/
奈良県奈良市二条大路南 1 丁目 2 番 11 号 第 2 松岡ビル 1,2F

くにしげクリニック

（認定脱毛士・レーザー脱毛士 TEL : 0742-34-9629
http://www.kunisige.com/

所属）

中国：鳥取（2 医院）
鳥取県米子市博労町 4-360

林原医院

TEL : 0859-33-2210
http://www.hayashibara-clinic.com/
米子こどもクリニック

鳥取県米子市車尾南 1 丁目 15 番 48 号
TEL : 0859-30-3456
http://www.yonago-kodomo.jp/
中国：島根（1 医院）
島根県安来市荒島町 1817-１

白根医院

TEL : 0854-28-9595
https://shirane-clinic.jp/
中国：岡山（3 医院）
岡山県岡山市幸町 4-12

河田外科形成外科
（レーザー脱毛士

所属）

TEL : 086-225-2500
http://www.kawada-keisei.gr.jp/

水田皮膚科泌尿器科

岡山県津山市南新座 105
TEL : 0868-23-2108
http://www.hakueikai.com/

ながしま形成外科クリニック

岡山県倉敷市松島 1154-2 マルナカマスカットドーム棟 1F
TEL : 086-463-1010
https://www.nagashima-keisei.jp/
中国：広島（4 医院）

医療法人仁医会

広島県広島市安佐北区可部 7-5-7

井口医院

TEL : 082-815-1777
http://www.inokuchi-clinic.net/

医療法人英仁会

荒木医院

広島県福山市笠岡町 1-1

メディカルエステ福山

TEL : 084-922-0199

（認定脱毛士

http://araki-cl.com/

所属）

広島県広島市中区幟町 14-14 広島教販ビル 4Ｆ

さくら美容クリニック

TEL：082-212-2330
https://sakurabiyouclinic.com/
広島県広島市中区銀山町 1-11 フジスカイビル 5F

広島中央クリニック

TEL：0120-088-407
http://www.datsumouhiroshima.com/
中国：山口（1 医院）
医療法人 青丘会

大塚医院

山口県下関市竹崎町 3 丁目 5-31
TEL：083-222-3036
http://otsuka-clinic.com/
四国：徳島（1 医院）
徳島県徳島市内町加賀須野 419-3

徳島皮フ科クリニック
（認定医・認定脱毛士

所属）

TEL : 088-665-5234
http://www.tdc21.com/
四国：愛媛（2 医院）

医療法人

みずほ整形外科

愛媛県伊予郡砥部町麻生 7-5
TEL：089-905-7118
http://www.mizuhoseikei.com/

小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科

愛媛県松山市枝松 6-12-10
TEL : 089-932-2205
https://www.oda-clinic.jp/
四国：香川（1 医院）

真弓愛メディカル美容皮膚科・

香川県高松市塩上町 2-2-6

皮膚科

TEL：087-835-3355
http://www.mayumiai-medical.jp/
九州：福岡（9 医院）

松殿会 OZUMI クリニック

福岡県北九州市小倉南区長行東 2-14-11
TEL : 093-452-1117
http://www.ozumi.jp/

医療法人清涼会

福岡県福岡市中央区大濠公園 2-35 THE APARTMENT 2B

大濠パーククリニック

TEL : 092-724-5520
http://www.ohori-pc.jp/

新幹線ビル皮フ科

福岡県福岡市博多区博多駅中央街 1-1 新幹線ビル 5F
TEL : 092-414-5067
http://www.himawari-hakata.com/

浄水皮ふ科クリニック

福岡県福岡市中央区薬院 4 丁目 1-26
薬院大通センタービル 204 号
TEL : 092-753-8119
http://josui-hifuka-clinic.com/
福岡県福岡市中央区天神 2-4-20 天神プラッサ 3F

天神皮ふ科

TEL :092-733-0871
http://www.tenjin-hifuka.com/
うえだクリニック耳鼻咽喉科・

福岡県糟屋郡新宮町夜臼 6 丁目 8-8

皮フ科

TEL :092-963-3303
http://uedaclinic-jh.com/

セイコメディカルビューティー

福岡県福岡市中央区天神 2-5-17 プラッツ天神 2F

クリニック

TEL : 092-738-1730

福岡院

0120-126-265

https://seikomedical-fukuoka.com/
よしむら皮ふクリニック

福岡県筑後市尾島船小屋 190-1
TEL :0942-65-3912
https://www.yoshimura-hifuka.jp/

タケダスポーツ・ビューティー

福岡県福岡市城南区梅林 2 丁目 27-14

クリニック

TEL :092-874-3711
https://tsc-h.com/
九州：長崎（3 医院）
長崎県諫早市西小路町 774-5

おくむらクリニック

TEL：0957-22-3584
http://www.okumura-belle.com/
北村理子クリニック皮ふ形成外 長崎県大村市久原２丁目 902-1
TEL : 0957-47-5515

科

http://kitamurariko.com/
長崎県大村市小路口町 244-7

上田皮ふ科

TEL : 0957-47-6707
http://uedahifuka.com/
九州：佐賀（2 医院）
佐賀県佐賀市木原 2-17-9

ごとうクリニック
（レーザー脱毛士

所属）

TEL : 0952-23-7100
http://www.g-clinic.com/

AKIKO HIRAMATSU

佐賀県小城市小城町 815-1

Skin Care Clinic

TEL :0952-73-7003
http://www.akiko-hiramatsu-scc.jp/

九州：熊本（4 医院）
ワイズスキンケアクリニック

熊本県熊本市中央区手取本町 11-1
テトリアくまもと銀染コアビル 6 階
TEL : 096-312-2666
http://www.ys-skin.com/

Honey Clinic

熊本県熊本市中央区安政町 1-26

日吉屋ビル 4Ｆ

TEL : 096-319-2920
https://www.sc-kumamoto.cc/
國武整形外科皮膚科クリニック

熊本県熊本市東区若葉 1-37-15
TEL : 096-369-7224
https://www.kunitake-clinic.jp/
熊本県熊本市西区上熊本 3 丁目 22-21

くどう皮ふ科医院

TEL :096-324-7011
https://www.kudohifu.com/
九州：大分（1 医院）
大分県大分市高砂町 2-50 オアシスひろば 21-3 階

大分皮膚科

TEL：097-535-2544
http://www.bihada.org/
九州：鹿児島（3 医院）
鹿児島三井中央クリニック

鹿児島県鹿児島市山下町 9-1 チャイムズビル 6F

（レーザー脱毛士

TEL : 099-805-2700

所属）

http://chuoh-clinic-kagoshima.com/
セイコメディカルビューティク 鹿児島県鹿児島市泉町 5-1
TEL：0120-172-117 TEL：099-219-3701

リニック
（レーザー脱毛士

所属）

http://seikomedical.com/

四本皮膚科クリニック（認定脱 鹿児島県鹿児島市武 1-19-45
毛士・レーザー脱毛士

所属）

TEL：099-254-0217
九州：宮崎（1 医院）
宮崎県宮崎市船塚 3-195

みやざき美容クリニック

TEL：0985-35-7717
https://www.miyazaki-biyou.com/
沖縄（1 医院）
沖縄県那覇市久茂地 2-11-18

当山美容形成外科
（認定医・認定脱毛士

所属）

TEL : 098-867-2093
http://www.touyama.com/

