
〈取材：ウーマンライフ新聞社〉立花クリニック形成外科・皮膚科・
美容外科・婦人科

眼瞼下垂症
日帰り手術

スーパーコラーゲン注射による自費の眉間し
わ治療です。費用は17万6千円（税込）で
す。治療時間は約5分ぐらいです。治療中は
痛みがありますから、希望者は塗る麻酔を
30分ぐらい前もって塗りますが、痛みが全く
無くなる訳ではありません。注射後に腫れや
内出血が出ることがあります。

（税込）

しわ1cm 注入毎／22,000円
しわ取り注射

化粧
3時間後
OK

洗顔
3時間後
OK

tachibana-cl.comHP

tachibana-cl-eye.com眼瞼下垂

今すぐアクセス今すぐアクセス！立花クリニック  大阪

※各種クレジットカード取扱い可（保険診療分は不可）

診療時間／9：30～12：00 13：00～17：30
休診日／日曜・木曜・祝日

（土曜日は17：00まで）
※最終受付は30分前まで☎06-6629-1000

予約制〒545-0011 大阪市阿倍野区
昭和町1丁目21-22徳山ビル4F

形成外科・皮膚科
美容外科・婦人科

ＱＲコード

※表示の料金には消費税(10%)が含まれております。

地下鉄
御堂筋線
「昭和町駅」
3番出口より
東（左）へすぐ！
地下鉄谷町線
「文の里駅」
4番出口より
南（左）へ約5分

目元が変わるだけで若々しく見える！

（手術効果には個人差があります。）

保険診療で受けられる

新型スーパー
コラーゲン注射レーザーメスによる自費手術です。両側52万8千円(税

込)・手術時間約1～2時間・局所麻酔・手術後約4週間程
度の腫れ、内出血が出ます。1週間後に抜糸をします。
（手術効果には個人差があります。）

before after

詳しくは専用ＨＰ→
http://tachibana-cl-eye.com

● 保険適用：3割負担の場合　　　　44,000円程度
● 切らない手術の場合(自費)　　  275,000円（税込）
● レーザーメス手術の場合(自費) 　  528,000円（税込）

費用の目安(いずれも両まぶた)

要麻酔
化粧
1週間後
OK

洗顔
2～3日後
OK

健康
保険
適用可

Youtubeにて施術動画配信中!

切る手術が
怖い方に

切らない治療法
眼の近くを切るのは
嫌だという方のために
糸を埋め込むだけで
眼瞼下垂を改善する
手術もあります。

before after

「しわピンッ！」で笑顔輝く！

しわが少なく若々しいお肌は線維芽細胞が多く、コラー
ゲンも豊富で、ふっくら厚みがある状態です。

新型スーパーコラーゲン注射
皮膚の断面 しわの凹み

コラーゲン

線維芽細胞（=コラーゲンを 作る細胞）

表皮

真皮

皮下組織

しわの少ない若々しい皮膚しわの多い皮膚

若々しいお肌とは？

黒眼の上端はいつも瞼に隠れている。
おでこのしわが顔の他の部分より目立つ。しかも数が多い。
原因不明の頭痛・肩こり・ショボショボとした
眼の疲れなどが年々強くなっている。
上まぶたのクボミがだんだん深くなってきている。
眉毛を挙げないと眼が開けにくい。
元々は二重まぶたなのに、徐々に二重の幅が
広がって、二重のラインが消えかかってきている。

こんな方は眼瞼下垂かもしれません

【0コ】…眼瞼下垂症ではない。 【2コ】…眼瞼下垂症の可能性あり。
【3コ】…恐らく眼瞼下垂症と考えられる。
【4コ以上】…眼瞼下垂症の疑いがかなり強い。

□が･･･6項目の内、

183
奈良市大宮町5丁目3-33 10742-35-5188

美容特
別版

新型スーパーコラーゲン注射

10％OFF
ご利用期限 2023.4.28（金）まで ※「春割引利用」とご予約ください。

※本チラシまたはチケットを必ずご持参ください

春のクーポンチケット

「若 し々くなりたい！」
そんな願いに
28年の治療実績を誇るドクターが
悩みにお応えします。

正常 軽度下垂 中度下垂 重度下垂

眼瞼下垂の
重症度

革命的な
しわ・たるみ治療

※健康保険法による指定を受けた保険医療機関です。

患者様からの信頼を第一に考え、
美のお悩みに応えるホームドクター

立花クリニック 立花 勇院長
クリニック開院から28年目を迎え、数多くの患者さま
のご相談やご要望にお応えしてきました。眼瞼下垂
症手術や最新のレーザー治療・注射による負担の少
ないシワ取り治療など様 な々お悩みの治療実績を重
ね、テレビなどのマスコミにも度々紹介されるなど、27
年に及ぶ数多い症例数と実績を誇っています。

予約が後を絶たない美容クリニック

症例数
4,000件
以上



☎06-6629-1000 予約制
診療時間／9：30～12：00　13：00～17：30（土曜日は17：00まで）
※最終受付は30分前まで　休診日／日曜・木曜・祝日立花クリニック 大阪

※「健康保険適用可」の表示がない治療は自由診療になります。 ※表示の料金には消費税(10%)が含まれております。

当院は新型コロナウイルス感染防止に十分に注意を払って治療を行っています。

眼瞼下垂・しわたるみ
のことならお気軽に
ご相談ください

毛穴専用レーザー治療
毛穴の開きが気になる部分に専用のレーザーを照射します。

化粧
当日OK

洗顔
直後OK

鼻～両頬1回  22,000円
1クール割引（5回分） 88,000円

（税込）

（税込）

ヒアルロン酸注入
隆鼻・上唇・下唇・アゴなどの高さや量感が気になる
部分に注入します。 化粧

当日OK
洗顔
直後OK注射（1ヶ所） 55,000円（税込）

上記の7つすべてが当てはまる方は…
わきがもしくは多汗症の可能性が大です。
立花クリニックでは「わきが検査」や「保険適用
での日帰り手術」も行っています。

□ わきが独特の臭いがある　□ 耳アカが湿っている　  
□ 乳房の大きな女性　　   □ 肉中心の食生活である
□ わき毛の量が多い、女性の場合はわき毛が太い
□ 衣服や下着のわき部分に汗ジミや黄ばみがひどい
□ 肉親にわきが・多汗症体質の人がいる

わきが・多汗症チェック
チェックして
みて下さい

化粧
直後OK

洗顔
直後OK

〈しわ取り リフトアップレーザー治療〉ジェネシス
小じわ・目の下のクマ・赤ら顔・肌の張りなどに
効果があります。平均7回～10回程度の治療
でより良い効果が得られます。3～4週間の間
隔で治療を行っていきます。治療直後から洗顔
や化粧が出来ます。 

顔全体1回

55,000円（税込）

5回一括払い
220,000円（税込）

化粧
翌日OK

洗顔
当日OK

ジェネシスとセットで組み合わせることで相乗的な治療が行えます。
より効果的なセットでの施術をお勧めしています。

ニキビ等の予防と治療に
ダイヤモンドピーリング
ビタミンCイオン導入

11,000円（顔全体）1回 （税込）

3,300円（顔全体）1回 （税込）

下まぶたのクマ・小じわに
強力ＦＧＦピーリング

皮膚のコラーゲン産生に関わるＦＧＦを下ま
ぶたのクマ・小じわなど肌に浸透させる美肌
治療（ピーリング治療）です。皮膚にふっくら
厚みがあることが若 し々さにつながります。 化粧

翌日OK
洗顔
3時間後
OK

施術
10～30分

顔全体両下まぶた
66,000円（税込） 220,000円（税込）

素肌に張りと潤いを与える

20g入り   8,800円（税込）
50g入り19,800円（税込） 

年齢肌が気になる方におすすめ。コエンザイムＱ
１０など10種類以上の美容成分が入っています。
（※治療の補助目的のため診察された方のみへの販売です）

CoQ10クリーム
（コーキューテン）

外用クリームで治療する

4%ハイドロキノン、0.025%
レチノール酸配合のクリームです。

肝斑など特殊なシミに
ＨＱＲＡクリーム

1本13,200円（税込）（※診察が必要です）

ハイパワーヒアルロン酸
しわへの注入で体内に残らないのに数年単位で働き
続けてくれるヒアルロン酸です。

注射で治療する

化粧
翌日OK

洗顔
当日OK

筋肉が動くことによってできるしわ、特に眉間、
額、目尻、下顎の表情じわなどに注入します。

22,000円（税込）
しわ1cm
注入毎

ボトックス表情じわに

化粧
翌日OK

洗顔
当日OK55,000円（税込）

1部位

※この手術で使用する専用の糸はフランス
製で、EU加盟国で信頼の証とされるCE
マーク(CE0120)が取得されています。

切らないフェイスリフト（STリフト）
糸でしわ・タルミ対策 治療時間／両頬約1時間

要麻酔
化粧
2～3日後
OK

洗顔
2～3日後
OK

洗髪
2～3日後
OK

糸を埋め込むだけの切らない手
術で、順調なら2日後から洗顔
もできます。
糸1本毎 88,000円（税込）（　　　　　　　　     ）左右6本使用時528,000円（税込）

シャープなフェイスラインで痩せ
見えにも期待！

レーザーによる注目治療

ほうれい線やちりめんじわの
ない口元は若々しい印象！

ニキビ跡・しわ・タルミ取り治療

化粧
翌日OK

洗顔
当日OK

両眼下まぶた
／1回 66,000円通常

（税込） 220,000円通常
顔全体
／1回

（税込）

従来、治療が難しかった「ニキビ跡」・まぶたや
口元の「しわ」に対して、肌の深くにまで届く
0.12mmのスポットレーザーを照射します。

ブリッジセラピー Deep FX
ディープ・エフ・エックス

ノーマルヒアルロン酸
注射で一般的なヒアルロン酸を注入。
初めてのお試しにも！

化粧
翌日OK

洗顔
当日OK

スタンダードなしわ取り

11,000円（税込）

しわ1cm注入毎

効果が５年以上持続する理想的なしわ取り注射です。
（詳細は表面をご参照下さい）

スーパーコラーゲン

22,000円（税込）

しわ1cm注入毎 洗顔
3時間後
OK

化粧
3時間後
OK

しわ取り注射 表面にクーポンあり

夏に向けて、早め治療がおすすめです

化粧
1W後OK

洗顔
翌日OK

年 シ々ミが増えてきたと悩んでいませんか？

二度と生えない
永久レーザー脱毛
レーザー脱毛は、
周りの皮膚を傷つ
けず、毛の組織に
含まれている黒い
色素だけに反応し
ます。

※事前診察時の初診料は
別途必要となります。

シャワー
当日OK

（両ワキ）1回（都度払い） 3,300円
（税込）

皮膚を切る必要がなく、まぶたの裏の1～3ヶ所を
糸で留めて二重まぶたをつくります。

メスを使わず糸で留める二重治療です。

糸留めであこがれの二重に!!
二重まぶた

要麻酔

化粧
翌日OK

洗顔
翌日OK

ノーマル埋没法（糸留め二重まぶた）

※3点留の場合、追加料金が必要となります。

両まぶた
（2点留）132,000円（税込）

ホクロ除去
レーザー治療
良性か悪性かを見分けた上で、
専用のレーザーを使って治療
します。

化粧
1W後OK要麻酔 洗顔

翌日OK

4,400円
1回直径1mm毎

（税込）

シミ取りレーザー治療
専用のレーザーをシミに照射します。

8,800円1ヶ所  1ｃｍ角まで／
（税込）

もう、お化粧でカバー
しなくていいんです！

両ワキ

巻き爪治療 （陥入爪・湾曲爪矯正）
形状記憶合金のワイヤー（マチワイヤー）を使って爪の形を矯正する治療です。

その他 クリニックでのピアス開け
ファーストピアス（※カード支払い不可）

両耳・24ｋ張ピアス含む1セット 5,500円（税込）
8,800円（税込）

【ヘソピアス】 ピアス持参要 22,000円（税込）
両耳・チタン加工ピアス含む1セット

22,000円（税込） 11,000円（税込）（2ヶ所目より）1ヶ所1ヶ所目

婦人科手術各種
アフターピル【緊急避妊薬】 11,000円（税込）2錠

110,000円（税込）・処女膜再生440,000円（税込）・膣縮小 220,000円（税込）・小陰唇縮小

男性科

2,200円（税込）（100mg）／1錠
バイアグラ処方

30～40分程度で
手術完了！
わきの臭いや汗に！

約1cm程皮膚を切るだけで、順調なら4日後ぐらいから
シャワーも可能になります。

要麻酔
シャワー
4～5日後
OK

健康
保険
適用可

健康保険による手術が可能です（※4万円程度：3割負担の場合）

この季節おすすめ
メニュー4選

立花式

1時間の手術でキレイを目指す!

しみ・
美肌

わきが・
多汗症

しわ・
たるみ
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