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親和クリニック　大阪
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-20
桜橋ＩＭﾋﾞﾙ２Ｆ

0120-1212-16 10 9 ・JR大阪駅　徒歩5
分 10

植毛手術についての解説や施
術の流れ等が理解しやすい。
また、事例が多く掲載されてい
るだけでなく、年齢や状態で絞
込が出来、自分の状態と比較
しやすい。そして、料金も明快
で余計な不安を抱かなくても良
い

10 MIRAI法（FUE）、
NC－MIRAI法（FUE） 7

MIRAI法　基本料金20万円＋植毛費用1株
900円＝650,000円
NC-MIRAI法　基本料金30万円＋植毛費用
1株2000円＝1,300,000円

10

最初にお名前をお伺いしても宜しいです
か？と名前を聞かれた。他のクリニックで
は無い対応。きちんと名前を呼びながら
対応を行う。
植毛を希望しているとの問いかけに、只
今大変ご予約を頂いておりますが、確認
しますとの事で話がスタート。近日でのご
案内も可能ですが、まずは無料カウンセ
リングが御座いますので、カウンセリング
にご来院頂けますと、詳しいお写真とか
もお見せする事が出来ますと案内あり。
とりあえず、術式とか詳細を先に教えてと
情報を引き出す。
術式、手術になる場合の必要な部分の
み丁寧に説明。
カウンセリング予約をしてもいいかなと
思ってしまった。

10

ベテランらしく、説明が丁寧で
信頼がおけるイメージ。こちら
からの質問も的確に返答頂
き、好印象。手術経験も豊富
なようで、言葉ひとつひとつが
経験に裏打ちされているよう。

8 ローンやモニターなど色々な制
度が充実。

大阪スキンクリニック
大阪府大阪市北区梅田2-5-5桜橋ホワイト
ビル４Ｆ

全国共通0120-58-
9696
大阪院06-6455-
0011

→植毛は京都院のみ

紀尾井町クリニック　新大阪
大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1
新大阪ﾋﾞﾙ２Ｆ

06-6150-1122 7 10
新大阪駅西口出口
徒歩3分 9

施術の流れ、実際の体験者な
どの情報が枠蟻やs九生理さ
れていて情報を確認がしやす
かった。また、費用も分かり易
かったのだが、推奨されている
コンビネーションを行った場合
の料金が不明朗。その分がマ
イナス。

7 FUT、FUE、コンビネーション植
毛（FUE、FUTを両方行う） 8

FUT　基本料金20万円＋植毛費用1株600
円＝500,000円
FUE　基本料金20万円＋植毛費用1株900
円＝650,000円

5
受付女性スタッフが対応。
何か感じ悪い。
他の電話が鳴り対応が終了。

8

分かり易くお話をいただき、大
変ありがたかった。こちらの状
況も細かく確認頂きいた。しか
し、コンビネーション植毛につ
いての説明もその時は納得で
きたが、後でよくよく考えると矛

盾があったように思う。

7
メディカルローンも運用されて
いる。他のモニター等の制度
は不明。

NDクリニック（ニド―クリニック）
大阪府大阪市北区兎我野町15-13ミユキﾋﾞ
ﾙ5F

052-963-0210 1 7
地下鉄谷町線東梅
田駅
徒歩4分

7

植毛だけでなく、色々な治療を
おこなっているため、必要な情
報に足するまでの時間がかか
る。また、施術例が多くなく、閲
覧しづらい

1 ＦＵＴ、人工毛植毛 9
FUT　　　初診料2.8万円＋植毛費用1500本
（＝500株）800,000円＝8280,000円
人工毛　 初診料2.8万円＋植毛費用1500
本（＝500株）390,000円＝418,000円

6

安心感のあるベテランの男性
スタッフが応対してくれた。植
毛方法や人工毛植毛について
も説明してくれた。非常に良い
印象。ただ、後で良く調べると
植毛方法、人工毛のデメリット
があることに気づき、逆に信頼
できないイメージ。

- - 7
メディカルローンも運用されて
いる。他のモニター等の制度
は不明。

湘南メディカルクリニック　大阪
院(湘南美容クリニック　ＳＢＣ）

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-12　桜
橋プラザビル６F

0120-036-911
8 9

ＪＲ大阪駅
徒歩5分 8

植毛だけでなく、色々な治療を
行っていること、また全国に治
療院があるため、知りたい情
報に辿りつくために時間がか
かる。内容は分かり易いが、メ
ニューが多く理解するまで時
間がかかる。

8
ドナーストリップ法（FUT）
ノンシェーブン植毛（FUE）
アルタス植毛（※機械で移植
毛を採取）

8
ドナーストリップ法　＝498,000円
ノンシェーブン植毛 ＝980,000円
アルタス植毛＝490,000円

5
HPに掲載されていたことを質
問したものの、職員さんも把握
していないことが多いよう。

8

まだお若い雰囲気なのに熱心
に取り組まれている感じで、好
印象を持った。しかし、アルタ
ス植毛についてのお応えと、
色々なサイトでの見解が違っ
ていたのでで、少し疑問が残っ
た。

8 メディカルローンの他、日程限
定の割引もあるよう。

ＴＯＭクリニック大阪　梅田院
大阪府大阪市北区太融寺町6-8　阪急産
業梅田ﾋﾞﾙ４Ｆ

0120-771-373 大阪院は閉鎖しました

聖心毛髪再生外来
大阪府大阪市北区梅田3-3-45マルイト西
梅田ﾋﾞﾙ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
大阪府大阪市北区大深町グランフロント大
阪タワーＡ12階

06-6372-5587 7 9 JR大阪駅　徒歩3～
5分 5

植毛手術の情報が簡潔で分
かり易いものの、事例数が、数
例しか掲載されていなので、植

毛手術については不安。

7 ＦＵＴ、ＦＵＥ 5 1500本＝1,900,000
術式不明 5 あまり、植毛手術については、

詳しくないような雰囲気
- - 5 とくに見つからず

共立美容外科　大阪院 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-1-13
0120-500-340
06-6253-2800

現在は植毛手術をおこ
なっていない

ＡＧＡスキンクリニック　大阪
梅田（他　西梅田・難波・天王
寺・堺東）

大阪府大阪市北区芝田2-1-21高橋ﾋﾞﾙ３Ｆ 0120-545-584 →植毛手術は東京のみ 10 地下鉄　梅田駅　徒
歩1分 6

植毛情報の階層深く、辿りつき
づらい。薬剤治療がメインのよ
うで植毛の情報が薄い

7
・Ｈａｉｒ　Ｍｏｖｉｎｇ（ＦＵＴ）
・スマートグラフト（FUE) 7

・Ｈａｉｒ　Ｍｏｖｉｎｇ基本料金250,000円＋植毛
費用500,000円＝750,000円
・スマートグラフト基本料金300,000円＋植
毛費用500,000円＝800,000円

- - - - 8 ローンやモニターなど色々な制
度が充実。

東京ビューティークリニック　大
阪　梅田　（他　心斎橋）

大阪府大阪市北区2丁目1-21芝田高橋ﾋﾞﾙ
3Ｆ

0120-545-584 女性のみ 10
地下鉄御堂筋線「梅
田駅」5番出口　徒歩
1分

7
・Ｈａｉｒ　Ｍｏｖｉｎｇ（ＦＵＴ）
・スマートグラフト（FUE) 7

・Ｈａｉｒ　Ｍｏｖｉｎｇ基本料金250,000円＋植毛
費用500,000円＝750,000円
・スマートグラフト基本料金300,000円＋植
毛費用500,000円＝800,000円

- - - - - -

ウエルネスビューティークリニッ
ク　大阪院（旧　梅田美容山本
クリニック）

大阪府大阪市北区曽根崎2-15-29　ADﾋﾞﾙ
梅田9階

0120-771-373 8 7

JR大阪駅　　徒歩7
分

泉の広場よりM13番
出てすぐ

7
植毛情報に辿りつくまでが難し
い。また、動画情報が多いし、
事例も多いものの閲覧しづら
い

8

自毛植毛FUE
ユニカルFUE法

自毛植毛FUT　Y-スト
リップ法

7

自毛植毛FUEユニカルFUE法
650,000円
自毛植毛FUT　Y-ストリップ法
650,000円

8

ベテランの女性が対応してくれ
ました。

対応によどみない。植毛につ
いての知識もあり、応対もきち
んとしている。

8

必要なことを必要な分だけ話さ
れる感じ。なので、植毛の知識
をある程度持っている方が話
しやすいかも。プロフェッショナ
ルと言った雰囲気。

7 メディカルローンの他宿泊補助
等のサポートも完備。


