
：　　　　　　　　　　　にてご対応させていただきます。

閉院のお知らせ
患者様各位

平素より、THE WATER CLINICをご利用いただきありがとうございます。

誠に勝手ながら　　　　　　　　　　　　　　　　　は

                                              ２０２２年 １１月 ３０日 （水）

THE WATER CLINIC

をもちまして、閉院することとなりました。

design beauty clinicへご来院の際には THE WATER CLINICにてすでにお受け

いただいたことのある施術も初回価格でお受けいただけます。是非ご利用くださいませ。

ご愛好いただいた患者様へ

２回目以降ご来院の患者様へ

■同年１１月末日まで

■閉院後（同年１２月1日以降）

ご新規の患者様へ

■同年１１月末日まで

■閉院後（同年１２月1日以降）

エイン（施術メニュー）ご契約中の患者様へ

■当院よりご本人様に同年１０月末日までに直接ご連絡させていただきます。

：当院にてご対応させていただきます。

：　　　　　　　　　　　にてご対応させていただきます。

design beauty clinic

design beauty clinic

当院の施術メニューにつきましては一部を除き、引き続き当院から徒歩４分の梅田茶屋町に

ございます提携院の　                          ※　にてお受けいただけます。

※別紙参照（　　　　　　　　　　　　へのアクセス）

ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解ご協力の程、
よろしくお願い申し上げます。

design beauty clinic
design beauty clinic

【重要】

閉院に関するお問合せ先

▼HP◇ 営業時間 / ��：�� ～ ��：��
    (※ お問い合わせは �� 時まで）
◇ 最終受付 / ��：��

大阪府大阪市北区茶屋町 ��-� 茶屋町ビル � 階

TEL：��-����-����

◇ 営業時間 / ��：�� ～ ��：��
    (※ お問い合わせは �� 時まで）
◇ 最終受付 / ��：��

大阪府大阪市北区鶴野町 �-� 梅田タナダビル � 階

TEL：��-����-����

２０２２年１１月３０日迄 ２０２２年１２月1日以降

▼HP

design beauty clinicTHE WATER CLINIC
ザ ウォーター クリニック デザイン ビューティー クリニック

コースご契約中の患者様へ

コース未消化分については、①施術消化 または、 ②ご返金（未消化分のみ）で

ご対応させていただきます。

■同年１１月末日まで       

■閉院後（同年１２月1日以降） design beauty clinic

：当院にてご対応させていただきます。

：　　　　　　　　　　　にてご対応させていただきます。

：当院にてご新規の受付が可能です。



design beauty clinic へのアクセス

THE WATER CLINIC からのアクセス

WATERクリニックをでて
すぐ右へ進みます。

高架のある大通りへ進みます。

大通りの信号を横断します。

真っ直ぐ進みます。

大阪ベルェベルビューティー&
ブライダル専門学校の角を右折します。

NU茶屋町とNU茶屋町プラス
の間を進みます。

マクドナルドの左を通過します。

煉瓦造りの建物が見えてきます。

茶屋町ビルが当院のビルに
なりますので、2階まで
お上がりください。

阪急梅田駅からのアクセス

HEP FIVE・ESTを背にして

大通りを北に直進してください。

阪急三番街サンマルクカフェ

向かいの四つ角を

NU茶屋町方面に右折します。

直進し、四つ角の

BELeBEL専門学校の角を

左折します。

NU茶屋町とNU茶屋町プラスの

間を直進すると

マクドナルドが見えてきます。

マクドナルド左側を

そのまま直進で

通過してください。

マクドナルドを超えて、

すぐのレンガ造りの建物の

2階になります。
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▼公式 HP

◇ 営業時間 / ��：�� ～ ��：��
    (※ お問い合わせは �� 時まで）
◇ 最終受付 / ��：��

大阪府大阪市北区茶屋町 ��-� 茶屋町ビル � 階

TEL：��-����-����

▼googleMAP ▼LINE 予約

HEP FIVE

NU 茶屋町

NU 茶屋町

マクドナルド

マクドナルド

design beauty clinic(� 階 )

BELeBEL
専門学校

EST

NU 茶屋町
プラス



表示価格はすべて税込みです

良心価格の身近
な『スキンクリニ

ック』

不要な施術などはおすすめせず、患者様にとって
本当に必要な美容治療を提供したいと考えております。
カウンセリングは無料ですので『まずは相談してから
考えたい』という方もお気軽にご来院くださいませ。

不要な施術などはおすすめせず、患者様にとって
本当に必要な美容治療を提供したいと考えております。
カウンセリングは無料ですので『まずは相談してから
考えたい』という方もお気軽にご来院くださいませ。 美容皮膚科

Instagram

Follow Us !

シミ治療：ルメッカ
治療（IPL）で、シミやそばかす、赤ら顔を含めた皮膚の改善治療

12,800円全顔 20,000円 54,000円 80,000円

初回 1回 3回コース 5回コース内容 /回数

微細絶縁針を用いて高周波でニキビの元となる皮脂腺を軽減させます。
ニキビ治療：アグネス 麻酔代込み

39,800円 59,800円 144,000円 185,000円

内容 / 回数

全顔

初回 1回 3回コース 5回コース

毛穴治療：ダーマペン 4
極細針で肌に小さな穴を開け、回復力を利用して毛穴を縮小する治療です。

9,800円全顔 15,800円 80,000円 155,000円

エクソソーム

ヴェルベットスキン
ウーバーピール
ボトックス

＋5,000円 ＋20,000円

＋28,000円

初回 1回 5回コース 10回コース

単発は別途麻酔代 3,000 円
コースは麻酔代込み

内容 /回数ツヤ・ハリ：ハイドラジェントル
汚れや余分な角質を取り除き、透明感のある美肌へ導きます。

9,800円全顔 13,800円 60,000円

19,600円ストロボフェイシャル 25,000円 63,800円

初回 1回 3回コース 5回コース内容 /回数

真皮細胞を刺激しコラーゲンを増やし、毛穴を引き締めハリを出します。
毛穴引き締め：ピコフラクショナル

15,800円 25,500円 88,000円 165,700円全顔
初回 1回 5回コース 10回コース内容 /回数

別途麻酔代 3,000 円

微小血管を加熱収縮させて赤ら顔を改善します。
赤ら顔：ジェネシス

7,800円 10,800円 42,000円 75,000円3000shot

13,600円 18,800円 76,000円 132,000円6000shot

初回 1回 5回コース 10回コース内容 /回数

▼公式 HP

▼LINE 予約

ドクターズコスメ
人気のゼオスキンをはじめ、ドクターズコスメ多数取り扱い中！

デザインビューティークリニックはスキンクリニック ( 美容皮膚科）とアートメイクどちらも
ハイクオリティーかつ良心価格で提供しております。

引き締め：HIFU 治療 ウルトラセルQ＋
医療ハイフ『ウルトラセルQ＋」を使用し、肌のたるみを引き締めます。

400shot

600shot

48,000円

66,000円

12,000円

58,000円

77,000円

15,000円

92,800円

123,200円

24,000円

内容 / 回数 初回 1回 2回コース

100shot
（リニア )

design beauty clinicへご来院の際には THE WATER CLINICにてすでにお受け

いただいたことのある施術も初回価格でお受けいただけます。是非ご利用くださいませ。

THE WATER CLINIC より
引き続きお受けいただけるメニュー

design beauty clinic の
　　　　　　　おすすめメニュー

アーティストが手掛ける理想の『アートメイク』

『朝のメイク時間を短縮しませんか？』

アートメイク
Instagram

Follow Us !

眉 1回 35,000円～

Pick Up!
キャンペーン中！ 

キャンペーンは予告なく終了いたします

経験・実績の豊富なアートメイクアーティストが多数所属しています。
高品質で適正価格を実現！丁寧なカウンセリングと施術でお悩みを解決いたします。
※価格は各アーティストにより異なります。詳しくは当院の公式HPをご覧くださいませ。


