
学会所属クリニック名簿 
 
 

北海道 

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/ 

札幌スキンケアクリニック 

（認定医・認定脱毛士・レーザー脱毛

士	 所属） 

北海道札幌市北区 9条西 3丁目 

高野ビル 3F 

TEL : 011-728-4103 

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

蘇春堂形成外科 

（レーザー脱毛士	 所属） 

北海道札幌市中央区南 1条西 4丁目 

大手町ビル 2F 

TEL : 011-222-7681 

 

やんべ皮フ科クリニック 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リニッ

ク	 

 

北海道札幌市白石区南郷通1丁目南8番10

号	 白石ガーデンプレイス 3Ｆ	 

TEL : 

http://shiroishi-skin.jp/ 

札幌中央クリニック	 北海道札幌市中央区大道西２丁目５番地	 

都心ビル４F	 

TEL :0120-013-909	 

http://datumou.beauty-care.jp/ 

 
 

東北：青森 

田町小山クリニック 青森県五所川原市田町 4-5 

TEL : 0173-34-3431 

 

http://www.geocities.jp/tsushi

manaika/ 

東北：岩手 

医療法人	 水沢みなみ皮フ科 岩手県奥州市水沢区真城字杉山下 70-1 

TEL : 0197-47-4771 

 

http://minahihu.or.jp/ 

 
 

関東：栃木 
医療法人創美会 

共立美容外科	 宇都宮院 

栃木県宇都宮市駅前通 2-3-5 

ユニマットビル３F 

TEL : 028-638-0888 

https://kyoritsu-u.com 



関東：群馬 

弓皮ふ科医院 

（認定脱毛士・レーザー脱毛士	 所属） 

群馬県高崎市片岡町 1-5-3 

TEL : 027-322-2013 

 

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

シンシアガーデンクリニック高崎院 群馬県高崎市高関町 368-1	 

TEL : 027-388-0411 

 

http://sincere-takasaki.com/ 

医療法人社団和と輪 

シンシアガーデンクリニック太田院 

群馬県太田市南天島町 62	 

TEL : 0120-43-6223 

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

関東：埼玉 

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/ 

関東：東京 

青山研美会クリニック 

（レ̶ザー脱毛士	 所属） 

東京都渋谷区神宮前 3-42-16 

コッポラスクウェア 2F・3F 

TEL : 03-5413-1777 

http://www.kenbikai-clinic.co

m/index.html 

秋葉原スキンケアクリニック 東京都千代田区外神田 487 

カンダエイトビル 3F 

TEL : 03-3256-1212 

http://www.skin1212.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 

（認定脱毛士・レーザー脱毛士	 所属） 

東京都荒川区東日暮里 5-52-2 

神谷ビル 5F 

TEL : 03-5811-7555 

http://www.kawaguchi-clinic.c

om/ 

医療法人社団美人	 共立美容外科 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/ 



クリニック B 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 

クロスクリニック銀座 

東京都中央区銀座 5-4-9 

ニューギンザ 5ビル 10F 

TEL : 03-5339-2590 

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

医療法人社団蘇青会 

榊原クリニック 

東京都世田谷区宮坂 3-15-13 

TEL : 03-3706-9111 

http://www.soseikai-gr.or.jp/ 

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/ 

シラサキクリニック 東京都千代田区有楽町 1-2-14 

紫ビル 6F 

TEL : 03-3539-3671 

 

立川皮膚科クリニック付属 

アクネケア＆アンチエイジングセンタ

ー 

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 

TEL : 042-595-6188 

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/ 

医療法人邦寿会 

東京皮皮膚科・形成外科	 銀座院 

東京都中央区銀座 2-11-8 

DUPLEX GINZA TOWER 3F 

TEL : 03-3534-8000 

http://www.251901.net/ 

みやた形成外科・皮ふクリニック 東京都港区西新宿 2-5-11 

NTKビル 2F 

TEL : 03-5510-3931 

http://www.toracli.com/ 

コスメディカルクリック	 シンシア 東京都中央区銀座 5-13-19 

デュープレックス銀座タワー4F 

TEL : 03-5550-0567 

http://www.cosmedical.jp/inde

x.php 

秋葉原中央クリニック 東京都千代田区神田佐久間町 2-20 

翔和秋葉原ビル 2F 

TEL : 0120-119-877 

http://akiba-biyou.com/ 

医療法人社団	 仁薫会	  

かおるクリニック 

東京都杉並区荻窪 5-27-5 

中島第二ビル 7F 

TEL : 03-3392-7017 

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・クリニック 

 

東京都中央区新富 1-15-3	 	 

新富・ミハマビル５Ｆ	 

TEL :03-3208-2001 

http://www.skinsolutionclinic.

com/ 

関東：千葉 

坂口クリニック 千葉県船橋市宮本 4-13-6 

TEL : 047-422-2936 

http://www.sakaguchi-cl.com/ 

シャルムクリニック 千葉県松戸市秋山 68-12 

TEL : 047-710-7788 

http://www.charme-clinique.jp

/index.html 

ちば美容・形成外科クリニック 

（レーザー脱毛士	 所属） 

千葉県千葉市中央区新町 3-3 

辰巳ビル 

TEL : 043-247-5232 

 

新東京クリニック 

美容医療レーザー治療センター 

千葉県松戸市根本 473-1 

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/ 

関東：神奈川 

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_l

p/ 

久里浜駅前皮フ科 

（認定医	 所属） 

神奈川県横須賀市久里浜 1-3-18 

サンヨービル 2F 

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/ 

武蔵小杉皮ふ科 神奈川県川崎市新丸子東 3-1302 

ららテラス武蔵小杉 4F 

TEL : 044-411-3661 

http://www.m-kosugihifuka.co

m/ 

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 

http://www.datsumou-yokoha

ma.com/ 

横浜ベイクリニック 

（認定医・認定脱毛士・レーザー脱毛

士	 所属） 

神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 2-18 

ジ・アバンス 201 

TEL : 045-320-2491 

http://www.yokohama-bay.or.j

p/ 

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.co

m/ 



 
甲信越：新潟 

オヤケ医院 新潟県新潟市田中町 5179 

TEL : 025-223-3360 

http://www.oyakeiin.com/ 

甲信越：山梨 

甲府クリニック 

（認定医	 所属） 

山梨県甲府市北口 1-2-14 2F 

TEL : 055-254-3056 

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

 
 

北陸：富山 

カメイクリニック２ 富山県高岡市京田 441-1 

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 

金沢中央クリニック 

 

石川県金沢市広岡 1-1-26 

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/ 

畷形成外科医院 石川県金沢市藤江北 1丁目 396番地 

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/koei35

0jp/TSC.html 

北陸：福井 

福井レーザーセンター 

大名町スキンクリニック 

福井県福井市大手 3丁目 7-1 

織協ビル 2F 

TEL : 0776-22-8803 

http://www.f-laser.com/ 

 
 
 
 
 



東海：静岡 

富松レディースクリニック 

（レーザー脱毛士	 所属） 

静岡県静岡市葵区千代田 1-1-3 

TEL : 054-261-1730 

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/ 

東海：愛知 

ごきそ皮フ科クリニック 

（認定医・認定脱毛士・レーザー脱毛

士	 所属） 

愛知県名古屋市昭和区御器所通 3-20 

ST PLAZA EAST 2F 

TEL : 052-852-8725 

http://www.yuki-hifu.com/ 

医療法人 

佐野レディースクリニック 

愛知県安城市安城町西広畔 114-2 

TEL : 0566-75-2141 

http://sano-lc.jp/ 

知立南皮フ科・内科 

（認定医・認定脱毛士・レーザー脱毛

士	 所属） 

愛知県知立市東長篠 1丁目 1-13 

TEL : 0566-83-5111 

http://www.minamihifuka.co

m/ 

遠山クリニック 

 

愛知県豊橋市大橋通 1丁目 89番地 

TEL : 0532-55-3182 

http://toyamaclinic-hifu.com/ 

東海：三重 

皮フ科サンクリニック 

（レーザー脱毛士	 所属） 

三重県四日市市丸の城町 4-16 

メゾン鹿 1F 

TEL : 059-355-3030 

http://www.hifuka-sun.com/ 

水谷皮フ科クリニック 

（認定医・認定脱毛士・レーザー脱毛

士	 所属） 

三重県津市新町 3丁目 6-22 

TEL : 059-223-4645 

http://www.mizutanihifuka.co

m/ 

山本皮フ科（認定医・認定脱毛士・レ

ーザー脱毛士	 所属） 

三重県津市南中央 5-11 

TEL : 059-228-9856 

 

 
 

近畿：滋賀 

麗ビューティー皮フ科クリニック 滋賀県草津市西大路町 4-32 

TEL : 0775-69-5509 

http://www.rei-beauty.com/ 

近畿：京都 

洛西医院 

 

京都府向日市鶏冠井町楓畑 25 

TEL : 075-921-0609 

 

岡田佳子クリニック 京都府京都市下京区室町通四条下る鶏鉾

町 480 

オフィスワン四条烏丸 5F  

TEL : 075-365-3337 

http://www.okada-keiko.com/ 



医療法人財団康生会 

北山武田病院 

（認定脱毛士・レーザー脱毛士	 所属） 

京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町 99 番

地 

TEL : 075-721-1612 

 

近畿：和歌山 

宮崎クリニック 和歌山県和歌山市友田町 2-153 

TEL : 073-431-7391 

 

http://www.nnc.or.jp/~miyaza

ki/ 

近畿：大阪 

MAクリニック心斎橋 

（レーザー脱毛士	 所属） 

大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-13-15 

三栄心斎橋ビル 6F 

TEL : 06-6244-3500 

http://www.maclinic.jp/ 

河合皮フ科医院 

（認定脱毛士	 所属） 

大阪府大阪市中央区難波 4-5-30 

LAQZAビル 2F 

TEL : 06-6643-4054 

http://www.kawaihifuka.com/ 

医療法人創美会  きぬがさクリニック 

（認定医・認定脱毛士・レーザー脱毛

士	 所属） 

大阪府大阪市中央区難波 4-7-6 

R2ビル 

TEL ; 06-6631-8111 

http://www.kinugasaclinic-jap

an.com/ 

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.ht

ml 

つかはらクリニック 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 9-2 

阿倍野橋ビル 3F 

TEL : 06-6772-2002 

http://www.tsukahara-clinic.c

om/ 

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 

（認定脱毛士・レーザー脱毛士	 所属） 

大阪府大阪市北区芝田 1-1-27 

サセ梅田ビル 6~8F 

TEL : 06-6371-2136 

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 

http://www.web-know.com/mu

ya-sc/ 

浜口クリニック天王寺 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 10-48 

天王寺ミオプラザ館 6F 

TEL : 06-6775-5005 

http://www.hamaguchi-clinic.

net/tennouji/ 



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.c

om/ 

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/ 

近畿：兵庫 

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 

劉皮膚科 兵庫県神戸市長田区日吉町 4-7-8 

TEL : 078-612-0606 

 

 

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.co

m/ 

近畿：奈良 

えいご皮フ科 奈良県奈良市三条本町 1-2 

JR奈良駅 NKビル 3F 

TEL : 0742-20-8500 

http://hifuka-eigo.com/ 

くにしげクリニック 

（認定脱毛士・レーザー脱毛士	 所属） 

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 

TEL : 0742-34-9629 

http://www.kunisige.com/ 

 
 

中国：鳥取 

林原医院 鳥取県米子市博労町 4-360 

TEL : 0859-33-2210 

http://www.hayashibara-clinic

.com/ 

中国：岡山 

河田外科形成外科 岡山県岡山市幸町 4-12 

TEL : 086-225-2500 

http://www.kawada-keisei.gr.j

p/ 

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/ 

中国：広島 

医療法人仁医会 

井口医院 

広島県広島市安佐北区可部 7-5-7 

TEL : 082-815-1777 

 

http://www.inokuchi-clinic.net

/ 



医療法人英仁会	 荒木医院 

メディカルエステ福山 

（認定脱毛士	 所属） 

広島県福山市笠岡町 1-1 

TEL : 084-922-0199 

http://araki-cl.com/ 

城本クリニック広島院 広島県広島市中区幟町 14-14 

広島教販ビル 4Ｆ 

TEL：082-212-2330 

http://www.shiromoto.to/ 

広島中央クリニック 広島県広島市中区銀山町 1-11 

フジスカイビル 5F 

TEL：0120-088-407 

http://www.datsumouhiroshi

ma.com/ 

 
 

四国：徳島 

徳島皮フ科クリニック 

（認定医・認定脱毛士	 所属） 

徳島県徳島市内町加賀須野 419-3 

TEL : 088-665-5234 

 

http://www.tdc21.com/ 

四国：愛媛 

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/ 

四国：香川 

真弓愛メディカル美容皮膚科・皮膚科	 

 

香川県高松市塩上町 2-2-6	 

TEL：087-835-3355 

http://www.mayumiai-medical

.jp/ 

 
九州：福岡 

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 

大濠パーククリニック 

福岡県福岡市中央区大濠公園 2-35 

THE APARTMENT 2B 

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/ 

福岡博多駅前通中央クリニック 福岡県福岡市博多区祇園町 4-13 

博多ゼネラルビル 6F 

TEL : 092-283-8677 

http://www.beauty-chuoh.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/ 



九州：長崎 

おくむらクリニック 長崎県諫早市西小路町 774-5 

TEL：0957-22-3584 

 

http://www.kawada-keisei.gr.j

p/ 

北村理子クリニック皮ふ形成外科 長崎県大村市久原２丁目 902-1 

TEL : 0957-47-5515 

 

http://kitamurariko.com/ 

上田皮ふ科	 長崎県大村市小路口町 244-7	 

TEL : 0957-47-6707	 

	 

http://uedahifuka.com/ 

医療法人社団兼愛会	 前田医院	 

	 

長崎県島原市新田町 587-2	 

TEL：0957-62-2188 

http://hopitalmaeda.com/ 

九州：佐賀 

ごとうクリニック 

（レーザー脱毛士	 所属） 

佐賀県佐賀市木原 2-17-9 

TEL : 0952-23-7100 

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

九州：大分 

大分皮膚科 大分県大分市高砂町 2-50 

オアシスひろば 21-3階 

TEL：097-535-2544 

http://www.bihada.org/ 

九州：鹿児島 

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 

TEL : 099-805-2700 

http://chuoh-clinic-kagoshima.

com/ 

セイコメディカルビューティクリニッ

ク 

（レーザー脱毛士	 所属） 

鹿児島県鹿児島市泉町 5-1 

TEL：0120-172-117 

TEL：099-219-3701 

http://seikomedical.com/ 

四本皮膚科クリニック 

（認定脱毛士・レーザー脱毛士	 所属） 

鹿児島県鹿児島市武 1-19-45 

TEL：099-254-0217 

 

 
 

沖縄 

当山美容形成外科 

（認定医・認定脱毛士	 所属） 

沖縄県那覇市久茂地 2-11-18 

TEL : 098-867-2093 

http://www.touyama.com/ 

 


