
リビジョンスキンケア 取扱医療機関一覧 

 

【北海道地方】 

院名：医療法人 AMC サッポロファクトリー皮膚科・スキンケアクリニック 

住所：〒060-0032 北海道札幌市中央区北 2 条東 4 丁目 1-2 

TEL：011-252-4112 

TEL：ウェブサイト：http://www.sf-skincare-clinic.com  

 

院名：白石ガーデンプレイス 皮膚科クリニック 

住所：〒003-0022 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 3 階 

TEL：011-867-1112 

ウェブサイト：https://shiroishi-skin.jp/  

 

【東北地方】 

―宮城県― 

院名：おかだしゅうこ皮ふ科 

住所：〒981-3133 宮城県仙台市泉区中央 1 丁目 15-2 赤間総業泉中央パーキングビル 1F 

TEL：022-343-0344 

ウェブサイト：https://www.okadashuko-hifuka.jp  

 

【関東地方】 

―茨城県― 

院名：まみ皮膚科クリニック 

住所：〒311-4152 茨城県水戸市河和田 1-1664-1 

TEL：029-297-1112 

ウェブサイト：https://mami-hifuka.com  

 

―埼玉県― 

院名：とやま内科皮フ科 

住所：〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町 2-1750-3 

TEL：048-661-3337 

ウェブサイト：https://toyama-clinic.com  

 

院名：新座はなふさ皮膚科 

住所：〒352-0011 埼玉県新座市野火止 5-10-26 

TEL：048-483-8723 

ウェブサイト：https://mitakahifu.com/niiza/top/  

 



―東京都― 

院名：赤坂ステラクリニック 

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-4-3 アパ赤坂ゲイトウェイビル５F 

TEL：03-3585-3741 

ウェブサイト：https://stella-clinic.tokyo  

 

院名：あきこクリニック 

住所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川 3-6-1 第 6 明友ビル 5 階 

TEL：03-5717-3444 

ウェブサイト：https://akiko-clinic.com  

 

院名：秋葉原スキンクリニック 

住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-6-7 カンダエイトビル 2 階/3 階 

TEL：03-3256-1212 

ウェブサイト：https://www.akihabara-skin.com/  

 

院名：あやこいとうクリニック 

住所：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 24-7 代官山プラザ B1D 

TEL：03-6455-1337 

ウェブサイト：https://www.ayakoitoclinic.com/index.html  

 

 

院名：イークリニック麻布  

住所：〒106-0046 東京都港区元麻布 1- 2-13 2F 

TEL：03-6722-6222 

ウェブサイト：https://dre-cli.com  

 

院名：うめがおか皮膚科 

住所：〒154-0022 東京都世田谷区梅丘 1-25-1 2F 

TEL：03-3425-2525 

ウェブサイト：https://umegaoka-hifuka.com  

 

院名：S.T style クリニック 

住所：〒102-0083 東京都千代田区麹町 4 丁目 6 番 8 号 ダイニチ麹町ビル 3 階 

電話：03-6261-7405 

ウェブサイト：http://ststyle-clinic.jp 

 

院名：emi スキンクリニック松濤 

住所：〒150-0046 東京都渋谷区松濤 1-7-10-101 



TEL：03-3468-3711 

ウェブサイト：https://emi-skin.jp  

 

院名：表参道レジュバメディカルクリニック  

住所：〒107-0062 東京都港区南青山 3 丁目 7 番地 19 

TEL：03-6434-7323 

ウェブサイト：https://rejuva.jp/  

 

院名：勝どき駅前皮ふ科クリニック 

住所：〒104-0054 東京都中央区勝どき 3-5-5 AIP 勝どき駅前ビル 3 階 

TEL：03-5859-0944 

ウェブサイト：https://www.kachidoki-ekimae-hihuka.com/   

 

院名：加藤クリニック麻布 東京院 

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-1 ハギワラビル１（8F） 

TEL：0120-112-096 

ウェブサイト：https://www.katoclinic.jp  

 

院名：加藤クリニック麻布 ANNEX 

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5-19-4 SR 広尾ビル（B1） 

TEL：0120-513-555 

ウェブサイト：https://www.katoclinic.jp  

  

院名：医療法人社団清友会 国分寺駅前はなふさ皮膚科 

住所：〒185-0012 東京都国分寺市本町 4-1-9 国分寺本町クリスタルビル 1 階 

TEL：042-320-7732 

ウェブサイト：https://mitakabiyou.com/clinic-03/  

 

院名：笹塚駅前こたろ形成皮ふ科クリニック 

住所：〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1 丁目 56 番 10 号 2 階 D 

TEL：03-5302-8056 

ウェブサイト：https://kotaro-clinic.com  

 

院名：新橋皮膚科クリニック 

住所：〒105-0004 東京都港区新橋 1-15-7 新橋 NF ビル 9F 

TEL：03-6268-8012 

ウェブサイト：https://www.oneday.or.jp/  

 

院名：ダリア銀座スキンクリニック 



住所：〒105-0004 東京都港区新橋 1-5-5 グランベル銀座Ⅱ4 階 

TEL：03-6228-5426 

ウェブサイト：https://dahlia-gsc.com  

 

院名：つちやファミリークリニック浅草院 

住所：〒111-0032 東京都台東区浅草 6-9-2  3F 

TEL：03-6802-4169 

ウェブサイト：https://tsuchiya-family-asakusa.com  

 

院名：にしあらい駅前皮膚科 

住所：東京都足立区西新井栄町 2-3-3 さくら参道ビル 2F 

TEL：03-5888-6351 

ウェブサイト：https://www.nishiarai-hihuka.com  

 

院名：野本真由美クリニック銀座 

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座 4 丁目 6-1 銀座三和ビル 4F 

TEL：03-4405-5100 

ウェブサイト：https://ginza-skinhealthcenter.com/  

 

院名：ふるはた皮ふ科クリニック 

住所：〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-37-21-1F 

TEL：03-3795-4112 

ウェブサイト：https://www.furuhata-hifuka.com  

 

院名：まいこホリスティックスキンクリニック 

住所：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町 8-6 ID DAIKANYAMA2F 

TEL：03-6712-7015 

ウェブサイト：https://mhs-cl.com  

 

院名：南青山 TOKUNAKA クリニック 

住所：〒107-0062 東京都港区南青山 3-16-1 南青山巴ビル 3F 4F 

TEL：03-6812-9480 

ウェブサイト：https://tokunaka-clinic.com  

 

院名：ルクスクリニック 

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿 2 丁目 12-8 ACN 新宿ビル 6 階 

TEL：03-3350-0694 

ウェブサイト：https://lux-clinic.jp  

 



院名：ルサンククリニック 

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座 6 丁目 12-12 サクラマークス銀座 612  5 階・6 階 

TEL：03-3289-3533 

ウェブサイト：https://www.lecinq-clinic.jp/  

 

院名：リノクリニック東銀座 

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座 3 丁目 11-13 松本銀座ビル 9 階 

TEL：03-5550-5557 

ウェブサイト：https://lino.clinic 

 

―千葉県― 

院名：市川スキンクリニック 

住所：〒272-0034 千葉県市川市市川 1-21-5 

TEL：047-324-1112 

ウェブサイト：https://www.ichikawa-beauty.jp/ 

 

―神奈川県― 

院名：医療法人光悠会 あざみ野ヒルズスキンクリニック 

住所：〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 2-30 あざみ野三規庭 2 階 

TEL：045-507-7420 

ウェブサイト：https://azaminohills-skin.com  

 

院名：KO CLINIC 

住所：〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 4-54 Kannai ex ビル 8 階 

TEL：045-651-1117 

ウェブサイト：http://www.ko-clinic.jp 

 

院名：こうレディースクリニック・江ノ島 

住所：〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 1-3-16 江ノ島メディカルモール 3F 

TEL：0466-34-7788 

ウェブサイト：http://www.ko-hrt.jp/  

 

院名：医療法人社団 mamaCLINIC 茅ヶ崎 mama クリニック 

住所：〒253-0032 神奈川県茅ケ崎市常盤町 1-29 

TEL：0467-57-4120 

ウェブサイト：http://mama-clinic.com/  

 

【中部地方】 

―新潟県― 



院名：野本真由美スキンケアクリニック 

住所：〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代 1 丁目 3-7 NDK 万代ビル 2F 

TEL：025-247-8800 

ウェブサイト：https://mayumi-beautifulskin.com/ 

 

院名：RIKA 皮膚科・形成外科クリニック 

住所：〒950-0945 新潟県新潟市中央区女池上山 2-8-28 

TEL：025-290-7880 

ウェブサイト：http://www.rika-clinic.jp  

 

院名：わか皮ふ科クリニック 

住所：〒943-0146 新潟県上越市とよば 4 

TEL：025-525-4112 

ウェブサイト：https://wakahifu.com/ 

 

―石川県― 

院名：医療法人社団岡本会 岡本病院 

住所：〒923-0904 石川県小松市子馬出町 13 番地 

TEL：0761-22-6273 

ウェブサイト：http://okamotohospital.sakura.ne.jp/   

 

院名：なつこクリニック 

住所：〒920-8217 石川県金沢市近岡町 428-1 

TEL：076-255-1798 

ウェブサイト：http://natsukoclinic.com  

 

―静岡県― 

院名： 医療法人社団 ĒCLAS 

住所：〒431-3122 静岡県浜松市東区有玉南町 537-1 

TEL：053-431-5050 

ウェブサイト：https://yamada-derma.com  

 

―愛知県― 

院名：SS クリニック 

住所：〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 3-14-14 パルティール鶴舞 2 階 

TEL：052-332-7870 

ウェブサイト：https://www.hifu-ss.com 

 

 



院名：竜美ヶ丘スキンクリニック 

住所：〒444-0863 愛知県岡崎市東明大寺町 16-1 

TEL：0564-65-8711 

ウェブサイト：http://www.tatsumigaoka-sc.com/index.html  

 

院名：遠山クリニック  

住所：〒440-0076 愛知県豊橋市大橋通 1-89 

TEL：0532-55-3181  

ウェブサイト：https://toyamaclinic-biyou.com/  

 

【近畿地方】 

―滋賀県― 

院名：麗ビューティー皮フ科クリニック 

住所：〒525-0037 滋賀県草津市西大路町 4-32 

TEL：077-569-5509 

ウェブサイト：https://rei-beauty.com 

 

―京都府― 

院名：葵茉梨会 すなおクリニック 

住所：〒600-8004 京都府京都市下京区奈良物町 375 京都四条ビル３Ｆ 

TEL：075-254-7331 

ウェブサイト：https://sunao-clinic.com/ 

 

―奈良県― 

院名：西大寺駅前 A 皮膚科  

住所：〒631-0821 奈良県奈良市西大寺東町 2-1-63 サンワシティ三階 

TEL：0742-35-5678 

ウェブサイト：https://a-hifuka.com  

 

―大阪府― 

院名：医療法人 七覚会 ウィルクリニック 

住所：〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 4-1-3 大阪センタービル 10 階 

TEL：06-6282-5151 

ウェブサイト：https://www.will-be.jp  

 

院名：ヴィヴェンシアクリニック 

住所：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2 丁目 4 番 7 号 桜橋ニコービル 2 階 

TEL：06-6344-8118 



ウェブサイト：https://vivencia-clinic.co.jp  

 

院名：加藤クリニック麻布 大阪院 

住所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1 新大阪ブリックビル２F 

TEL：06-4867-3638 

ウェブサイト：https://www.katoclinic.jp  

 

院名：医療法人彩叶会 梁川クリニック 

住所：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場三丁目 5 番 28 号 6F 

TEL：06-6809-3368 

ウェブサイト：https://atsuko-clinic.com  

 

院名：医療法人前幸会 ささゆりヘルスクリニック 

住所：〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東 1 丁目 10-37 泉佐野センタービル１階 

TEL：072-458-7200 

ウェブサイト： https://sasayuri-clinic.jp 

 

院名：医療法人創美会 きぬがさクリニック梅田院 

住所：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地 1-5-18 零北新地ビル 11F 

TEL：06-6442-7120 

ウェブサイト：https://www.kinugasaclinic-umeda.com  

 

院名：W クリニック 心斎橋院 

住所：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 4-5-8 ラスターオン心斎橋 9 階 

TEL：06-6244-3030 

ウェブサイト：https://wclinic-osaka.jp/shinsaibashi/ 

 

院名：W クリニック 梅田院 

住所：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-1-21 レイズウメダビル 4F 

TEL：06-4708-3666 

ウェブサイト：https://wclinic-osaka.jp/umeda/  

 

院名：ふみビューティークリニック梅田 

住所：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田２丁目 8-33 芝田ビル３F 

TEL：06-6372-2323 

ウェブサイト：https://fumibeauty.jp   

 

院名：プライベースキンクリニック 

住所：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地 2-1-21 桜橋深川ビル 5F 



TEL：06-6940-7101 

ウェブサイト：https://private-skin.clinic/  

 

院名：医療法人 RISA クリニック 

住所：大阪府堺市堺区一条通 17-28 梅井ビル 3F.4F 

TEL：072-225-1550 

ウェブサイト：https://risa-clinic.com/  

 

院名：麗ビューティー皮フ科クリニック 大阪高槻院 

住所：〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町 18-1 

TEL：072-668-5509 

ウェブサイト：https://www.rei-beauty.com/takatsuki/  

 

院名：y’s clinic 

住所：〒524-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-9-2 心斎橋オーパきれい館 

TEL：06-6251-5153 

ウェブサイト：https://ysclinic.jp  

 

―兵庫県― 

院名：さわこ形成外科クリニック 

住所：〒658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町 1-16-20 ポラリス御影 3F 

TEL：078-845-3050 

ウェブサイト：https://sawakoclinic.com  

 

院名：ゆみ美容皮膚科クリニック 

住所：〒662-0911 兵庫県西宮市池田町 9-7 フレンテ西館２F 

TEL：0798-37-0303 

ウェブサイト：https://www.yumi-beauty.jp 

 

院名：りょうこ皮ふ科クリニック 

住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-1-3 SENRITO よみうり 3F クリニックモール内 

TEL：06-6873-6888 

ウェブサイト：https://ryoko-hifuka.com/index.html  

 

【中国地方】 

―広島県― 

院名：ましの皮ふ科クリニック 

住所：〒731-0112 広島県広島市安佐南区東原 1-1-2 

TEL：082-832-2834 



ウェブサイト： www.mashino-hifuka.com 

 

【四国地方】 

―愛媛県― 

院名：小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科 

住所：〒790-0962 愛媛県松山市枝松 6-12-10 

TEL：089-932-2205 

ウェブサイト：https://oda-clinic.jp/fumiko/ 

 

【九州地方】 

―福岡県― 

院名：医療法人 松本医院 

住所：〒830-0423 福岡県三潴郡大木町大字大藪 1037 

TEL：0944-32-1225 

ウェブサイト：https://www.matsumotoiin-ookimachi.com/ 

 

院名：タケダスポーツ・ビューティークリニック 

住所：〒814-0144 福岡県城南区梅林 2 丁目 27-14 

TEL：092-874-3711 

ウェブサイト：https://tsc-h.com/ 

 

院名：天神竹井皮膚科・美容皮膚科 

住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-37 TENJIN249 ビル 3 階 

TEL：092-738-2844 

ウェブサイト： https://tenjin-takeihifuka.com/  

 

院名：藤野クリニック 

住所：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 2-7-3 ウェッジビル 5F 

TEL：092-737-2535 

ウェブサイト：http://www.fukuoka-fujino.com/  

 

院名：モデナクリニック 

住所：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 2-1-7 シェルブルー大名ビル４F 

TEL：092-738-5785 

ウェブサイト：https://modena-clinic.com  

 

―大分県― 

院名：いちみや皮フ科クリニック 



住所：〒870-0841 大分県大分市六坊北町 5 番 42 号 

TEL：097-576-9127 

ウェブサイト：http://ichimiya-clinic.jp/  

 

―宮崎県― 

院名：みやざき美容クリニック 

住所：〒880-0031 宮崎県宮崎市船塚 3-195 番地 

TEL：0985-35-7717 

ウェブサイト：https://www.miyazaki-biyou.com/  

 

―熊本県― 

院名：くはら循環器内科・くはら皮フ科 

住所：〒866-0898 熊本県八代市古閑中町 1210 

TEL：0965-62-8877 

ウェブサイト：https://kuhara-naikacl.com/ 

 

院名：Y’s SKINCARE CLINIC  

住所：〒860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町 11-1 銀染コアビル 6F 

TEL：096-312-2666 

ウェブサイト：http://www.ys-skin.com  

 

―沖縄― 

院名：エムスキンクリニック 

住所：〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 4-9-10 ブギービル３階 

TEL：098-943-5278 

ウェブサイト：https://www.mskinclinic.com/  

 

院名：北上中央病院 

住所：〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭 631-9 

TEL：098-936-5111 

ウェブサイト：https://kitagami.or.jp/  


