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セニョ～ム
読者限定
① or② ※初来店の方限定　※2017年6月末まで　

※コタダマンサラ店のみ有効

① シニアスタイリストカット
　　通常価格 RM110
　　          ➡RM90

② カット+カラー
     20％OFF ＆
    無料トリートメント

AKI×YU
アキ　　ユウ

アジアを中心にワールドワイドで活躍するAKIさんが魅せるヘ
アスタイリング「AKI Hair Studio」に、「美しさ」を引き出して
くれるBeauty部門の「Yu Académie et salon」が併設され、「AKI
× Yu」としてリスタートしてから1周年を迎えます。AKIさんの
確かなスタイリング術とYUKIさんの丁寧でセンス溢れるネイル
アートは大人気！　女性だけでなく、男性やこどもまで、頭の
てっぺんから爪の先まで、一人ひとりにあった「Only One」をス
タイルしてくれます。トータルビューティーコーディネートな
ら、AKI× Yuにお任せ！

上質な美しさにこだわり
全身をスタイリングする「AKI× YU」

VERVE Shop Mont' Kiara, Unit 6, Level 6, 
No.8, Jalan Kiara 5, Mont' Kiara, 50480 KL
 年中無休　  www.akihairstudio.com       
03-6206 5206　 Aki hair studio

【Yu Académie et Salon】
 日曜定休　 016-205 3149

【AKI Hair Studio】
カット ......RM68～
パーマ .....RM200 ～
カラー .....RM170 ～

【Yu Académie et salon】
クラシックマニキュア .......RM58～
クラシックペディキュア ....RM68～
ジェルネイル ....（手）RM120 ～、（足）RM150 ～
まつ毛エクステ ....RM212～

AKIさんの技術はもちろん、会話を楽
しみにやってくるファンも！　一人ひと
りに合ったナチュラルなスタイリング
を提案してくれます。

YUKIさんの美を追求した繊細な施術
で身も心もリフレッシュ。

特別企画

動きのあるエアリーな雰囲気に！

新スタイリストMihoさん。下北沢 Real 
Clothesを経て表参道 oro-vivoにて
フリーランス。今年3月からChardon 
Tokyoで活躍中！

Chardon Tokyoではメイクのクラスも随時開講中！　詳細はお問い合わせを！

セニョ～ム
読者限定

先着10名に5ステップトリートメントを
50％OFFで提供！
カット&トリートメント限定。トリートメントのみの施術不可。

特別企画

Truefi tt & Hill 
トゥルフィット アンド ヒル

1805年創業の世界最古の理容院のマレーシア店。革張りの椅
子などゴージャスな店内ですが、香りのいいクリームを使った
伝統的なシェービングのサービスを受ければ、気分までエレガ
ントに。ヘアカット、シェービングのほか、マニキュア、ペディ
キュア、無料の靴磨きとドリンクのサービスあり。また、シェー
ビングクリーム用のブラシやカミソリなどの販売もしていま
す。身だしなみを整えるだけでなく、お肌の調子を整え、足や手、
顔のマッサージなどでリラックスできるひと時を、自分へのご
褒美としていかがですか？

英国紳士御用達！ チャーチルも利用した
ロンドン発祥の世界一歴史ある理容院

【ヘアー】
カット .... RM120 / こどもRM60
カラー ... RM150 ～
パーマ ... RM230 ～
トリートメント ....RM120 ～
ヘアセット ...........RM120 ～

【ネイル】
ハンドジェル .....RM120 ～
フットジェル .....RM150 ～
※1ヵ月以内のジェルネイル付け替え
はオフ代無料！
※ヘアと同時施術で10％ OFF

【まつ毛エクステ】
フル .......................  RM270
タッチアップ ....... RM160

セニョ～ム
読者限定
6月末まで

新規のお客様

30％OFF
10％OFF

男性カットも大人気！　土
日はメンズカットで予約が
埋まってしまうこともある
ほど!

h-0-5, Plaza Damas, 60 Jalan Sri Hartamas, 
1 Sri Hartamas, 50480 KL
 火～金：10am-6:30pm、土～日：9:30am-6pm
月曜定休　 03-6211 3918
www.chardontokyo.com　 chardon.tokyo

サロンでのトリートメントは髪を傷めます

ChardonTokyo
シャルドン　トーキョー

Toni & Guy  Kota Damansara�
トニーアンドガイ コタダマンサラ店

GF-C-02, Sunway Nexis, Jalan PJU 5/1, Kota Damansara, 47810 PJ　
※MRTのSurian駅直結 　 月～土：10am-8pm、日 11am-7pm
019-345 6302（whatsapp / SNS）、03-7610 3373
nexis@toniandguy.com.my　  toniandguynexis

カットやカラーをしたばかりなのに自然に顔になじみ、しかも
数ヵ月もつ。そんなヘアスタイルを実現できるのは、やはり経
験とセンスがあるスタイリストさんだからこそ。同店店長のビ
クターさんは「5歳若返った」と口コミで客を増やし、リピート
率がとっても高いスタイリスト。そして、キャリア8年の同店
シニアスタイリストのアンソンさんも、これまでとは違う髪型
に挑戦したいならイチ押し！　肌の色に合わせたカラーも得意。
カットが上手いと朝が楽なうえ、伸びてもうまくまとまるので
カットの頻度も長めでいいなど、いろんな意味で手間いらず！

信頼できるスタイリストを見付けて
「美容院難民」を卒業しよう！

【料金】
カット　RM85 / 110 / 150
カラー　RM200 ～
パーマ　RM300 ～

ナチュラルな仕上がりがすてき。セッ
トは簡単、毎朝ラクラク！

キャリア8年のシニアスタイリスト、
アンソンさん

【Bangsar Shopping Centre】 03 2011 4321
【Majestic Hotel KL】  03-2785 8000
【JW Mariott 】 03-2141 0351
【Great Eastern Mall】  03-4266 4233
【Suria KLCC】 03-2165 1805
 http://truefi ttandhill.com.my
 Truefi ttandHillMalaysia

経営するのは高級ジュエリーのブ
ランド を 傘 下 に もつ「Bakhache 
Luxuries」。この高級感は本物！

「ChardonTokyo」ではパーマ、カラー直後、もしくは同時施術
のシステムトリートメントは行っていません。なぜかという
とパーマ、カラー後はまだ髪の毛の中には微量ですが薬剤が残
留しているからです。それは時間が経つと自然に抜けていく
ものですが、同日のシステムトリートメントによって蓋をし、
薬剤が抜け切らない状態になると、トリートメント効果がな
くなってきたときのダメージがかえって大きくなるからです。
Chardon Tokyoではカラー、パーマ後一週間程あけてからト
リートメントをすることをオススメしています。5月より、新
スタッフも加わり、カット技術に優れた日本人スタイリスト2
名が、あなたに似合うヘアスタイルを提案してくれますョ！

【料金】
ヘアカット ....RM120 ～
13～17歳 .....RM30%off 
6～12歳 ........RM50%off 
5歳以下 .........無料
カラー ............RM180 ～
パーマ ............RM210 ～

Pitchoune Hair Design
ピッチュンヘアデザイン

「Pitchoune」とは、フランス語で「かわいらしさ」を意味しま
す。クールに、スタイリッシュに、個々に潜在する「かわいら
しさ」を追求しながら、「あなたらしさ」を引き出してくれます。
スタイリスト、ネイリスト、アイリスト、施術スタッフはすべ
て日本人で、温かいおもてなしとサロンの雰囲気からも安心し
てお任せできます。女性はもちろん男性もこどももファミリー
で常連さんが多いのも納得です。日本の高い技術がマレーシア
で受けられる、満足度の高いヘアサロンです。

日本の高い技術力を実感
「あなたらしさ」をスタイリング

03-6207 8100 / 03-6211 1310 　  Pitchoune hair design　
pitchoune_hair_design　 Pitchoune_nail
http://hairstylejp.com/pitchoune/

A3-1-9, Solaris Dutamas, No 1 Jalan 
Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 KL
月～金：9am-7pm（最終受付）

土日：10am-7pm（最終受付）

ネイル

ヘアー

【料金】
Traditional Hot Towel Wet Shave .... RM90
（プレシェーブオイル / ホットタオル / クリーム / シェーブ）
The Royal Cut ..........RM105              SPA MANICURE ............RM160
BASIC PEDICURE .....RM95

ヘアサロン

自分の新しい
魅力に出会える

ヘアスタイルってすごいですよね。ちょっ
と色や長さを変えただけで、若く見えたり、
雰囲気がガラッと変わったり。だから、自
分の新しい魅力を引き出してくれるヘアス
タイリストさんとの出会いはとっても貴重
なのです。そんな出会いがきっとあるヘア
サロンをご紹介します！

特別企画の内容は、セニョ～ムのホームページ  www.senyumpress.com  で公開しています！
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特別企画

最先端の流行を取り
入れたスタイルも。

アヴェダ製品の全ラインナップが揃っている。

洗練された店内で居心地よく施術が受けられる。ご覧のとおり趣向が
凝らされているキッ
ズコーナー

【Bangsar Shopping Centre】 S128 2nd Floor, Bangsar Shopping Centre,
285 Jalan Maarof, 59000 KL      03-2094 9555
【Bangsar Village II】 03-2283 2233　【Mid Valley Megamall】 03-2938 3131
【Sunway Pyramid】 03-5635 2222　【Parkson Pavilion】 03-2141 3232

 http://acutabove.com.my/
acutabove.group

ReStyle +
リスタイル プラス

ReStyle +は、A Cut Aboveのセカンドラインとして誕生したサロ
ン。スタイリストのレベルは高いままで、価格がヘアカットで
45リンギ～と、とても手頃に設定されているのがうれしいです
よね。加えてここは、オーガニックのヘアケアブランドで知ら
れる「アヴェダ Aveda」の全ラインを使用。カラーリングやパー
マなどで髪のダメージを心配する人も、安心して通えます。来
店時にはアヴェダのオーガニックティーが出され、手と首のマッ
サージにはアヴェダのストレスフィックス・ローションを使用
するなどのサービスも。ReStyle +に来たら、髪も心もカラダも、
すべてがリセットされること間違いなし！

髪も心もカラダもリセットできる、
アヴェダ製品を使ったサロン

ヘアサロンから出張サービス、キッズ、マニュ＆ペデイまで。
KLでいちばん元気なワンストップビューティ＆スタイルサロン

A Cut Above
ア カット アバヴ

創業は1979年、現在KL市内の高級住宅街・バンサー地区を中心に6店舗を展開す
る、いちばん元気なサロンが、ここA Cut Aboveです。そのプロフェッショナルな姿
勢と高い顧客満足度、洗練された居心地よい店内など、どれをとっても「KLイチ」と
呼んでもいいくらい。
創業者のウィニー・ルーさんはマレーシア人ヘアスタイリストとして、ニューヨー

ク・アート＆ファッショングループから、「ワールドマスタークラフト」の称号をも
らったセレブリティ。A Cut Aboveで働くスタイリストのほとんどが、彼女が経営・
指導するスタイリスト学校を卒業した優秀なスタイリストたち。A Cut Aboveの学校
は、最新のサロン技術はもちろん、お客が何を望んでいるのかを理解し、それを解決
できるスタイリスト集団を育成している、マレーシアでは数少ない専門学校です。
常連客には財界人、ファッションモデルや俳優などローカルのセレブがいる一方、

こどもと一緒にカットをしに来る家族や、学生の仲良しグループがいたり様々。スタ
イリストの技術の高さやスタッフのフレンドリーさはもちろん、誰でも手が届く価格
帯が魅力的だからなのかもしれない。

【Mid Valley Megamall】  03-2287 1313
【Nu Sentral Mall】 03-2276 6668 【Sunway Pyramid】 03-5636 8888
【1 Mont' Kiara】 03-2858 9629 【Da Men Mall】 03-8011 0130

 http://acutabove.com.my/salons/restyle-plus/
restyleplus

【料金】
ヘアカット ........RM45～     キッズヘアカット .....RM30 ～
カット＋カラー＋トリートメント .......RM270 ～
カット＋パーマ＋トリートメント ........RM310 ～
カット＋縮毛矯正＋トリートメント ..RM370 ～

【料金】
ヘアカット（トリム /メンズ） ..........RM60 ～
ヘアカット（トリム /レディス） ......RM75～
キッズヘアカット（3歳以下） ..........RM35～
カラー（ノンアンモニア） ................RM240 ～
パーマ（コールドパーマ） ................RM285～
メイクアップ（パーティ用） .............RM160 ～


