●クリニック評価 詳細
クリニック名

親和クリニック

アスク井上クリニック

住所

東京都新宿区新宿2丁目12-4アコード新
宿５F

東京都新宿区歌舞伎町2-46-3西武新宿
駅前ﾋﾞﾙ６F

電話番号

0120-43-1082

0120-2323-18

総合評価

10

8

アクセス評価

7

7

アクセス

・JR新宿駅 徒歩8
分
・新宿三丁目駅出
口C5徒歩1分

西武新宿駅
北口から徒歩30秒
新宿駅東口 徒歩8
分

HP評価

HP内容

10

知りたいことが的確に分かり、
閲覧しやすいサイト。症例に
ついても部位や移植株数、年
齢や性別で選択出来て、また
沢山の症例があって、参考に
なった。

8

必要な情報が分かり易く掲載
されているが、症例について
は、ただ羅列してあるだけで、
自分に必要な情報が十分に
検索できるとは言い難かっ
た。また症例数の掲載も専門
クリニックとしては多くなかっ
た。

8

施術の流れ、実際の体験者
などの情報が確認がしやす
かった。また、費用も分かり易
やすい。コンビネーションを
行った場合の料金が不明。

東京メトロ銀座線・
丸の内線 赤坂見
附駅D出口 徒歩3
分。
紀尾井町クリニック

共立美容外科

東京都千代田区紀尾井町4-1ニューオー
03-5215-5733
タニガーデンタワー ビジネスコート7階

東京都渋谷区代々木2-9-2久保ビル７Ｆ

0120-500-340

湘南メディカルクリニック 新
0120-949-750
東京都新宿区代々木2-2-13新宿TRﾋﾞﾙ4
宿院(湘南美容クリニック ＳＢ
（全国共通）
階
Ｃ）
120-548-911

ＴＯＭクリニック 池袋院（新橋 東京都港区新橋3-7-3新橋フォディアﾋﾞﾙ5
院）
Ｆ

池袋院0120-667366
(新橋院0120-033039)

7

5

8

7

8

東京都港区六本木6-6-9ピラミデ２F

0120-911-846

現在は植毛手術をおこ
なっていない

高須クリニック

東京都港区赤坂2-14-27国際新赤坂ﾋﾞﾙ
東館12F

03-3587-2061

6

東京都新宿区歌舞伎町2丁目46-5KM新
宿ﾋﾞﾙ８F

有楽町美容外科クリニック

東京都中央区銀座１－１６－１東貨ﾋﾞﾙ7
階

0120-081-210
(銀座03-68255560）

7

0120-761-907

現在は植毛手術をおこ
なっていない

ルーチェクリニック銀座

東京都中央区銀座4丁目3番6号BRICKS
BLD.5階

アーツ銀座クリニック
(植毛センター)

東京都港区新橋2-20-15新橋駅前ﾋﾞﾙ1号
0120-55-8765
館201（アーツ銀座クリニック内）

0120-822-190

10

8

聖心毛髪再生外来

KM新宿クリニック
(KM銀座クリニック）

7

7

7

7

8

東京メトロ有楽町
線・半蔵門線・南北
線 永田町駅 7番
出口徒歩3分 JR
四ッ谷駅から徒歩8
分

新宿駅 徒歩1分
4番出口直結。

新宿駅 南口徒歩5
分

池袋駅 東口26番
出口徒歩5分
新橋駅 烏森口か
ら徒歩5分

東京メトロ
赤阪駅 ５a
出口すぐ

西武新宿駅 北口
すぐ
（銀座線 京橋駅1
番出口徒歩3分）

銀座駅B4出口 徒
歩1分

7

銀座駅 徒歩10分

ＮＣ-ＭＩＲＡＩ法（FUE)

i-SAFEスタンダード
(FUE)
i-SAFEアンシェーブ
ン(FUE)

7

１０００株（グラフ）植毛費用

基本治療費200,000円＋植毛費用
1株900円×1000株＝1,100,000円
（税別）
基本治療費300,000円＋植毛費用
1株2000円×1000株＝2,300,000円
（税別）

スタッフ対応評価

スタッフ対応

医師対応

医師対応

キャンペーン情報 評価

キャンペーン等特別情報

10

こちらの知りたいこと、術式や
費用など、シンプルに分かり
易く話してくれた。しっかりとし
た話口調で信頼感を抱いた。

10

経験が豊富であることがにじ
み出てくるような印象。こちら
の質問に対して的確に経験を
踏まえた話し方をしてくれて、
信頼が持てた。

9

ローンやモニター、宿泊補助
など色々な制度が充実してい
るだけでなく、HP等で分かり
やすく告知してある。利用しや
すいイメージ。

8

丁寧で熱心なイメージ。医師
を信用していて、自分のところ
の先生が日本一腕のある医
師だとPR。この点が評価が分
かれるところ。信頼されている
のは分かるのですが、客観性
があるのかは疑問。

8

プロフィールほどの年齢に見
えないくらい若々しい。優しい
語り口で信頼できるイメージ。
悪い印象はなし。

5

メディカルローン、モニター等
の制度は不明。

6

ベテランの女性スタッフとお
話。FUT手術を推奨される。
イメージは良かったが、後で、
FUT手術、FUE手術のメリッ
ト、デメリットが分かり、FUT手
術を進めてきたことに疑問。

-

-

6

メディカルローンも運用。他の
制度は不明。

5

女性スタッフが対応をしてくれ
たのですが、植毛について理
解されている様子ではなかっ
た。やはりあまり専門ではな
いイメージがした。

-

-

5

メディカルローン、モニター等
の制度は不明。

9

女性スタッフが対応をしてくれ
る。落ち着いていて、知識も豊
富で安定感がある。

8

穏やかな印象で、好感をもっ
た。手術経験も豊富にあるよ
うで、安心感がある。しかし、
事前にHPを見た時に特別な
手術ができる先生が別にいた
ので、その方でなく残念でだっ
た。

9

モニター情報が充実。他に各
種サポート制度もあり。

8

女性スタッフが対応してくれ
た。こちらの状況を気遣いな
がら言葉をかけてくれたので
良いイメージをもった。また明
るい感じだったので、話しやす
かった。

-

-

6

メディカルローンも運用。他の
制度は不明。

基本治療費185,000円+i-SAFE ス
タンダード植毛費用1株あたり700
円×1000株＝885,000円（税別）

7

基本治療費185,000円＋i-SAFE
アンシェーブン植毛費用１株あたり
1200円×1000株＝1,385,000円（税
別）

標準的な植毛FUT

7

メスを使わない植毛
FUE

8

手術費200,000円＋メスを使わ
ない植毛1株800円×1000株＝
1,000,000円（税別）

1000株の料金について聞く→
少々お待ち下さい。1000本いく
らとの事で申し上げております
ので、1000株とかは、当院では
分からない。1000株が何本に
なるのかは、そちらのクリニッ
クにお尋ね下さい。またイメー
ジとかもありますので、先生と
ご相談の上先生からお聞き下
さい。

6

美容関連の色々な情報があ
ふれ、植毛の情報を見つけづ
らかった。また薬剤治療がメ
インのようで自毛植毛手術の
情報事例が少なかった。

8

植毛を専門で行っているクリ
ニックであると言わんばかり
に、メニューやキャンペーン情
報が豊富。しかし、そのため
に大切な情報が分かりづらく
なってしまっているような気が
します。

8

シークレットシェーブン植毛

7

シンプルなホームページでア
ルタス植毛のやり方等がしっ
かり記述されていることには
好感をもった。しかし、症例が
ほとんどなかったのは、不
安。

7

ALTAS 植毛

8

7

やはり、色々な業務の中の一
つということで、探しづらい。た
だ、植毛手術の情報が簡潔で
分かり易い。しかし、事例数
が、数例しか掲載されていな
ので、植毛手術については経
験が気がかり。

7

・単一生毛植毛法
（FUT）
・生毛植毛法（FUE）

5

3000本（≒1000株）＝2,600,000円（税別）
前後

5

植毛についてお伺いしたいと
いうと担当が出てきたが、質
問対しての答えがはぐらかさ
れたようなはっきりしないもの
がほとんど。

-

-

5

不明

7

費用は明確にわかりやすいも
のの、他の専門クリニックと比
較するとオリジナル植毛法
（FUERS植毛）の具体来な内
容や他の植毛法との違いが
分からなかった。また、モニ
ターを募集しているものの症
例の表示がほとんどなく、実
績が不明。

7

FUERS植毛（FUE)

6

基本費用200,000円＋FUERS植毛1株
1200円×1000株＝1,400,000円（税別）

6

丁寧な対応だったが、途中で
忙しくなったようで、急にゾン
ザイに。はじめに印象が良
かっただけに残念。

-

-

9

キャンペーン情報が破格の料
金になっていて逆に怖い気
も。

-

-

9

モニター情報が充実。他に各
種サポート制度もあり。

不明

不明

5

ALTAS 植毛
ノンシェーブン植毛
ドナーストリップ植毛

8

ARTAS植毛1株880円×1000
株＝880,000（税込）
シークレットシェーブン植毛1株1320
円×1000株＝1,320,000円（税
込）
ノンシェーブン植毛1株1760円
×1000株＝1,760,000円（税込）
福岡院の長井先生のみ。
ドナーストリップ植毛1株888円
×1000株＝888,000円（税込）

基本費用350,000＋ARTAS植
毛1株380円×1000株＝
730,000円（税別）

8

シンプルな内容で、アルタスと
いう機械のすばらしさは、分
かった。ただ、やはり気になっ
たのは、症例で、術後の生え
際が不自然なものが多くあ
り、大丈夫かと気になった。

7

ＡＲＴＡＳi X植毛
（FUE)

7

ARTASiX植毛1株1,100円×
1000株＝1,100,000円（税別）

9

とても植毛に関して詳しい。
●ARTASの最新鋭の機械
（iX=ﾃﾝ)は、今までの
ARUTASとは全く違い、フルモ
デルチェンジ版。9までは稼働
できる関節が３だったのに対
し7になり、角度の調整がフレ
キシブルになった。また、CCD
カメラが1つから3つになり、３
D画像もより鮮明に。チューブ
パンチの径も0.6mmとなり、今
までの様なドットの痕がつか
ない。
ベテランのカウンセラー。

8

かなり分かり易い作りで、非
常に見やすい。構成自体は問
題がないが、気になったの
は、やはり症例数。それと院
長の経歴。違う畑の方が突然
はじめたような懸念あり。

7

マイクロＦＵＥ方式

8

基本費用100,000円+マイクロ
FUE方式1株700円×１０００株
＝800,000円（税別）

7

必要最低限のことのみ
を話すようなタイプの男
性が応対。イメージが悪
くはないが良くもなかっ
た。

-

-

6

メディカルローンも運用。他の
制度は不明。

8

どのHPも非常に美しく作成さ
れている。症例数はあるもの
の、部位や植毛の本数等で
検索ができるともっと調べや
すくなる。

7

6

女性スタッフが対応して
くれたのですが、植毛手
術についてあまりよくわ
かっていないよう。明る
い雰囲気は良かっただ
けに残念。

-

-

6

メディカルローンも運
用。他の制度は不明。

7

ＡＧＡスキンクリニック 東京

東京ビューティークリニック

8

ＭＩＲＡＩ法（FUE）

費用評価

※予約金10万円を払うと予約
確定。

東銀座駅
徒歩12分

東京美容外科メンズ専科

10

手術方法

手術費200,000円＋標準的な
植毛FUT1株500円×1000株＝
700,000円（税別）

新橋駅 汐留口改
札直結徒歩1分

7

手術方法評価

自毛植毛については、東京ビューティーク
リニック アイランドタワー院にて施術
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイラン
ドタワー3F

JR新宿西口改札よ
り徒歩10分
03-5909-4045

7

女性のみ

7

東京メトロ西新宿駅
アイランドタワー直
通３F

・スマートグラフト（FUE)

7

・スマートグラフト基本料金300,000円＋植
毛費用1,000,000円＝1，300,000円

