
S.T MICRO CANNULA 01
先端球面形状 横穴【4 穴】カニューレ

MADE IN JAPAN

23G / 60mm太さ / 長さ

外径 0.64mm × 内経 0.34mm口径

25 本包装単位

※アラガン社 ジュビダーム使用不可

EGF-BOOST EFB イージーエフブースト イーエフビー

MADE IN JAPAN/ 無添加 / 無着色 / 無香料

未開封 1 年 / 開封後 6 ヶ月消費期限 20ml内容量

￥17,250（税抜）

￥15,000（税抜）

￥30,000（税抜）

　　　　　水、BG、ペンチレングリコール、プロパンジオール、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド -1（EGF）、
ヒト遺伝子組換ポリペプチド -11（aFGF）、ヒト遺伝子組換ポリペプチド -19、合成ヒト遺伝子組換ポリ
ペプチド -31、プラセンタエキス、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸 
Na、水溶性コラーゲン、セレブロシド、加水分解シルク、リン酸 Na、レシチン、キタンサンガム、パル
ミチン酸グリセリル、フェノキシエタノール
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ppm 配合量(20ml) 当社原料 配合力価 含有率

1 20μg 1 ～ 1.2ｘ107 Units/mg 2 ～ 2.4ｘ105 Units 10%

10%4 ～ 5ｘ106 Units/mg 8 ～ 10ｘ103 Units

EGF

0.1 2μgFGF

6%5 ～ 7ｘ106 Units/mg 6 ～ 8.4ｘ103 Units0.06 1.2μgTGF

6%6 ～ 8ｘ105 Units/mg 7.2 ～ 9.6ｘ102 Units0.06 1.2μgIGF-2

GF 配合量

S.T MICRO CANNULA J 02
先端球面形状 横穴【4 穴】カニューレ

MADE IN JAPAN

25G / 40mm太さ / 長さ

外径 0.51mm × 内経 0.32mm口径

25 本 ※導入針（23G）付包装単位

※アラガン社 ジュビダーム使用可￥25,000（税抜）

S.T MICRO CANNULA S 03
先端球面形状 横穴【2 穴】カニューレ

MADE IN JAPAN

23G / 80mm太さ / 長さ

外径 0.64mm × 内経 0.34mm口径

25 本包装単位

※アラガン社 ジュビダーム使用可￥25,000（税抜）

内容成分

WHITENING-BOOST WNB ホワイトニングブースト ダブリューエヌビー

MADE IN JAPAN/ 無添加 / 無着色 / 無香料
未開封 1 年 / 開封後 6 ヶ月消費期限 20ml内容量

　　　　　水、リン酸アスコルビル Mg、BG、グリセリン、α－アルブチン、アルブチン、フラーレン、

テトラへキシルデカン酸アスコルビル、ヒアルロン酸 Na、乳酸、クエン酸、水酸化 Na、セレブロシド、

ペンチレングリコール、PVP、キサンタンガム、フェノキシエタノール

内容成分
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ジャパンインポージング



イージーエフブースト イーエフビー

ナノ化した成分を狙った部分に届ける
ブーストタイプの美容液 EG F - BOO S T

誰の肌にも訪れる老化、こんなトラブルで悩んでませんか？

しっかり保湿しているのに乾燥する

肌のたるみが気になる

艶があり輝きがある肌になりたい

そこで、再生医療の分野で使われる「タンパク質 EGF 」に着目

100%活性型抽出

特許
取得

※

※皮膚の回復を促すために幅広く使われている上皮細胞増殖因子。

独自の低温製法技術により取り出した、生きた状態の「100％活性型 EGF」をナノ化し、
さらに効力が低下しないよう従来の 100 分 の１サイズの特殊なリポゾームカプセルに封入。
EGF-BOOST は「100％活性型 EGF・FGF」を 10％も配合していますので、
従来品とは浸透力・吸収力が違います。
臨床試験でも、表皮の新生細胞の成長率が平均 284％、最高 835％の促進が確認されています。
さらにコラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタなどの美肌成分も配合。

美容医療の現場で納得していただける品質の美容液です。

化粧品製造・販売

スキンシークレット



ホワイトニングブースト ダブリューエヌビー

紫外線ダメージを防ぎ美白へ導く
ブーストタイプの美容液 WH I T E N I NG - BOO S T

過剰な紫外線や代謝の低下、こんなトラブルで悩んでませんか？

肌のくすみが気になる

シミ、そばかす、スキンダッグを防ぎたい

そこで、α・βアルブチンにくわえ、ビタミンC誘導体で美しい肌をサポート

α・βアルブチンとビタミン C 誘導体、3 つの成分はそれぞれ違うアプローチの仕方で
美白効果を発揮します。
2 種のアルブチンはメラノサイト（色素細胞）に直接働きかけて、メラニンの生成を阻止。
対してビタミン C 誘導体は、コラーゲンの生成を促進しターンオーバーを整え、
シミやくすみが沈着しないようお肌の代謝を促します。
また、数あるホワイトニング化粧品がある中、優しく確実に効果を実感できるために、
本来刺激の強いビタミン C をセラミドで優しく包み込みました。

クリニックでのハイドロキノン治療でのインターバルにも、
安心してお使いいただける美容液です。

紫外線をよせつけない肌になりたい

化粧品製造・販売

スキンシークレット



S.T マイクロカニューレシリーズ

血管と神経を傷つけない
限りなく無痛を目指した針

■痛みは少ないが圧迫感がある　■広範囲への注入ができない　■挿入時に穴の向きの確認が必要

等の 従来の縦穴 1 穴カニューレの不満点を解消

限りなく無痛

従来の縦穴ではなく横穴楕円形の穴をスパイラル状に設けることにより、
溶剤がカニューレの周りを囲うように噴出し、1 穴では叶えられなかった溶剤の噴出を可能に。
また、90 度近くに曲げた状態でも折れることがなく、かつ溶剤が滑らかに噴出する太さになっており、
無理な姿勢での施術を回避し、曲面に合わせた注入を実現しています。

挿入時の痛み・施術後のダウンタイムを可能な限り軽減。
美容皮膚科、形成・美容外科を中心に、多くの科の先生たちから
愛されている Made In Japan カニューレです。

穴の向きを確認せずに挿入可能

圧迫感がない 広範囲に均等に注入

職人たちの匠の技と拘り

医療機器製造・販売

STマイクロカニューレ

美容外科使用例を動画でご確認いただけます ▶

Made In Japan
※日本製スチールは他国のものより
　硬度が高く、折れにくく安全です。



メディラギャラリー

個人・商用を問わず様々な用途に何度でもご利用可能
美容・医療系イラストのダウンロード販売サイト

※厚生労働省のガイドラインにより、施術前後写真のホームページへの掲載に規制がかかります。
※学術的なイラストであれば、施術前後をイラストで掲載することは規制されません。

施術前後のイラストを、随時追加更新中 !!

いま注目は、術前術後イラスト対策です。

クリニック資料や医療機器の営業資料、学会プレゼン資料、
ホームページの素材や各種医療系書籍など、
様々な場面で使用されています。

メディカルイラスト制作

診療科目一覧 料金表 症例写真 診療・施術の流れ 医師紹介 相談室 アクセス ショップ

症例写真

症例写真

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

＞ dolor sit amet

＞ dolor sit amet

consectetur
adipiscing
elit
sed
do
eiusmod

>tempor

>incididunt

>ut

>labore

※オーダーメイドや、既存イラストの編集にも対応しています。

メディラギャラリー
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