ル・スパ・サミットの帰り道でし
た。
「レーザーはお顔を締め、フ
る」というお話を院長のポーラ医

ェイスラインを確実に引き上げ
ここ数年、ヨーロッパのマダム
こちらのポーラ医師は、芸術に

師から伺って、驚愕したものです。

世界の富裕層が認めた
有名メディカル・スパ

たちの間では、レーザーによるお

区のマダムたちの間でも評判の

も造詣が深いアーテイスト。パリ

肌のメインテナンスが盛んです。
レーザー技術も格段に進歩してい

な施術が受けられるようになりま

肌のキメを整えたりと、さまざま
なく、繊細さや仕上がりは、医師

クならどこでもいいという訳では

ドクターです。レーザークリニッ

て、コラーゲンを活性化させたり、

した。パリの高級住宅街・ 区に
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イスはジュネーブにある「フォー

さて、今回ご紹介するのは、ス

酸だ、と言っていたのですが……。

まではコラーゲンだ、ヒアルロン

にあるようなトリートメントメニ

レナージュといった、通常のスパ

ん。エンダモロジーやリンパ・ド

脱毛などの施術だけではありませ

め、にきび痕やしみなどの除去、

は、レーザーによるお肌の引き締

の腕にかなりかかっているのです。

エバー レーザー インスティテュ
ューも豊富。体と心の両面から美

このクリニックで受けられるの

ート」
。レーザーを利用した治療

住むマダムたちの美容談義も、レ

やボディートリートメントに定評

しょう。

このクリニックの真骨頂といえま

へアプローチしているところが、

富裕層が１年に一度は訪れる地。
クリニックがあるレマン湖のほと
りには、名門プライベートバンク
が軒を連ね、街のリテールショッ
プには老舗時計メーカーの最新作

Luigi Polla
Dr.

が並んでいます。こちらのクリニ
ックの顧客は、やはり世界のセレ
ブリティーや富裕層。１年に一度
といわず、足繁く通ってきます。
私がこのクリニックを初めて知
ったのは、３年前、スイスのイン
ターラーケンで行われたグローバ

スパ業界の人が通う
最先端のクリニック
スイスまで行かなくても、最先
端のレーザー治療が受けられるク
リニックは国内にもあります。そ
の中の一つ、東京・銀座にある
銀座コクリコ」をご紹介しましょ

「Health & Beauty
う。国内外から多くの患者が訪れ
一口にレーザーといっても、種

る、評判の美容クリニックです。
類はさまざま。脱毛に使用される
ダイオードレーザーや、皮膚のタ
イトタイトニング
（ひきしめ）
、し
みの治療などに利用されるＹＡＧ
レーザーのほか、ルビーレーザー
などもあります。また、同じ治療
器でも設定を変えることで違った
用途に使えます。
お顔のたるみを引き締めたい場
合、こちらのクリニックでおすす
めしているのは
「Titan
（タイ
シス）
」
。また、皮膚のコラーゲン

タン）
」
や
「Genesis
（ジェネ
の再生促進だけでなく、皮下脂肪
の 溶 解 も で き る「Pulse
の治療に人気です。

lipo レーザー」は、ボディー

るクリニックです。

って、
〝駆け込み寺〟
のように頼れ

を美しく保ちたいと願う女性にと

はなく、自分自身の顔やスタイル

なファッションで外見を飾るので

があります。お化粧やゴージャス

ーマとしたさまざまな施術コース

長因子）注射など、美と健康をテ

ン点滴やグロースファクター（成

ーザー治療のほか、高濃度ビタミ

銀座コクリコでは、最先端のレ

術が受けられます。

らのクリニックなら、安心して施

スパ関係者も多く通っているこち

果が大きく違ってきます。その点、

練度合いによって、仕上がりや効

ーザーの照射方法やドクターの熟

じ機械を使っていたとしても、レ

美容レーザー治療は、たとえ同

ます」（院長の木村久理子先生）

ョン。皮膚全体を一度に治療でき

タンとジェネシスのコンビネーシ

いった方に向いているのが、タイ

１CHF
（スイス・
フラン）
＝0.00円
（2012 年8月00日現在）

タイタン＋ジェネシス ¥36,750 〜
タイタンとジェネシスのコンビネーション
肌のキメ、ハリ、
くすみ、赤みを改善

お忙しいですから、腫れや赤みな

LYMPHATIC DRAINAGE
レーザー・ジェネシス ¥10,500 〜

「美メソッド世代の女性は皆さん

タイタン ¥26,250 〜

どのダウンタイムがなく、少ない

1 シリンジ 690CHF
たるみを引き締め、
フェイスラインを改善

2005 年、東京・銀座
５丁目にクリニックを
開業。丁寧なレーザー
治療と注射手技には定
評があり、国内外から
多くの患者が来院する
人気美容クリニックの
院長として活躍中。

価格

スイスと言えば、ヨーロッパの

があるメディカル・スパです。

ーザーの話題でもちきり。少し前
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回数で確実な効果が出る治療を希

（リンパドレナージュ）
1 セッション 30min ／ 100CHF

〝天才ドクター〟
として
名高いポーラ医師は、
レーザーのパイオニ
ア。1997 年にクリニ
ックを設立し、経験を
積んだ医師と専門の看
護師チームとともに治
療に当たっている。

HYALURONIC ACID（ヒアルロン酸）
（赤外線パルス／ SOLERA TITAN）
1 セッション 700CHF 〜

ジュネーブ
Geneve

フォーエバー レーザー インスティテュート

62
63

■ 代表メニュー &

価格

FOREVER LASER
INSTITUT 院長

PULSED INFRARED
銀座コクリコ 院長
木村 久理子先生

■ 代表メニュー &

−
望されるケースがほとんど。そう

銀座コクリコ

56 rue du Rhone,1204 Geneva,
Switzerland
TEL：+41 22 319 09 60
www.forever-beauty.com
東京都中央区銀座 5-9-1
KOTY ビル５Ｆ
TEL：03-3572-5965（予約制）
年中無休（年末年始を除く）
10：00 〜 22：00
（日曜日は〜 19：00）
http://www.coquelicot.co.jp/

FOREVER
LASER INSTITUT
Health & Beauty Clinic

■ アクセス & お問い合わせ先
■ アクセス & お問い合わせ先

Salon Data
Salon Data

スイス
Switzerland

Geneva /
Switzerland

FOREVER LASER INSTITUT
東京／銀座

Health & Beauty clinic 銀座コクリコ

ンを傘下に持つ、スパのコンサルティング会社を

スパファインダージャパンやカウシェッドジャパ
設立。世界の一流スパを開業させてきた。

の スパ は人 生！

Spa Vita
相馬順子

1
3

サルティング香港オフィス勤務を経て、2006 年、

最新レーザーサロン

3
1 白とブルーを基調にした、清潔で温かみのある開放的なエントランス。幅広い年齢層の患者が来院する。 2 同じ機械を使っても、ドクターの熟練
度によって仕上がりや効果に大きな差が……。 3 プライバシーが確保されたカウンセリングルーム。落ち着いた雰囲気の中で、納得がいくまでドク
ターとじっくり話しができる。

コンセプトアジア代表取締役社長。ボストンコン

新連載

スパ ヴィータ！

1

2
1 クリニック内は洗
練されたインテリアで
まとめられている。キ
ャンドルが香り、繊細
な色合いのライトに彩
られた空間は、独創性
が際立つ近未来的な雰
囲気。 2 レーザー
治療の技術は世界のセ
レブリティーの折り紙
つき。パーソナライズ
されたアプローチで効
果を実感できる。 3
鏡が効果的に配された
明るい空間。

相馬順子 Yoriko Soma
世界のセレブリティーが注目する
〝究極のスパ〟を、スパコンサルタントの
相馬順子さんがご紹介。
今回は、医学的なアプローチで
確かな効果を実現する最新の
レーザーサロンをリポートします。

セ レ ブ 大 注 目 の メ デ ィ カ ル・ス パ
Volume

2

1

