
記事の情報は、2017年12月取材時点のもの

日本人常駐の日系美容室と理容室が年々増え続ける中、何を決め手に選んだら
良いのか悩む人も多いはず。多様化するサービス内容や特徴の裏にある、各サロ
ン代表の「ベトナムで髪を切ること」に対する熱い想いを聞きました。

※記事の情報は2018年1月取材時点のものです
※注記のある場合を除き、カット料にはシャンプー＆ブローが含まれます
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理容室名鑑
2018

運命のサロンがきっと見つかる！



岩田壮司
2018年5月に9周年を迎える「ヴァンプ」は、

ベトナムで最も長いキャリアを持つ日系美容室
だ。オーナーの岩田氏は、豊富な経験を生かし

「ショートやボブカット、イメージチェンジなら任せ
てください」と、トレンドとスパイスを効かせたデザ
インチェンジの提案を得意とする。「サロンワー
クのほか、ベトナムの美容師に向けての講習活
動やファッションショーのバックステージ、広告ビ
ジュアルなども担当しています」と活躍の場を広
げている。

また、「選手兼監督という感じ」と笑うように、
後進の育成に力を入れており、「いずれはアカデ
ミーを設立できたら。日本の美容を押し付けるの
ではなく、今あるものと融合するようなアプローチ
をしていきたい」と語る。「一緒に働くスタッフ
だったり、人の成長を見るのが原動力になって
いますね。自分も高みを目指し続ける背中をス
タッフに見せないといけないと思いますし、教え
ることを通じて自分も日々学んでいます」。

時代や流行の変化に臆することなく、向上心
を絶やさぬまま進化を続けていく岩田氏の姿勢
はそのまま「ヴァンプ」のカラーとなっている。

ベトナムの文化や習慣を逆手に取
り、「ショートカットの女性が少ないので、
フェイスブックにショートの写真しか載
せないなど、戦略的に“ショートカットな
らアームスナカヤマ”と打ち出していま
す。ごまかしが効かず、腕の見せ所で
すから」。実際にショートの希望者は
全体の8割と、手応えも感じている。

また、「ベトナム人は刈り上げが上

「アーツ」はオープンして約1年と比較
的新しい美容室だ。日本人スタイリス

トによるカットが男性で25万VNDと価
格を抑えているのが特徴で、「安くても
質は日本と変わらないものを提供して
います。必ず満足いただけると思いま
すよ」と分林氏は自信を覗かせる。「こ
れまでは地元奈良県の住宅街にある
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髪型が人生を
左右することもある。

親近感のある
“町の美容室”に。

VAMP ヴァンプ

アームスナカヤマ

イワタソウシ

ナカヤマショウゴ

Arms Nakayama

ART'S

中山祥悟

分林康宏
 9F, LANT Bldg., 56-58-60 Hai Ba 
Trung St., Dist. 1, HCMC  (028) 7303 
3330  10:00 〜 19:00 【パーマ＆
カラー】17:30、【カット】18:30  月曜、第1・
第3火曜 100万VND、【15歳以下男
児】63万VND、【15歳以下女児】75万VND　  

 5席  info@vamphairline.com　
http://vamphairline.com

 434 Hai Ba Trung St., Dist. 
1, HCMC  (028) 3526 5006 
 9:30 〜 20:00 19:00 
月曜 （日本人スタイリスト）

【男性】57万VND、【女性】62万
VND  4席 

 @ArmsNakayama

 264 Bui Vien St., Dist. 1, 
HCMC 090 904 9007  

9:00 〜 20:00 【力ラー
＆パーマ】19:00、【カット】20:00 
 水曜 （日本人スタイリス
ト）【男性】25万VND、【女性】
35万VND  9席 

 ＠Hair Salon ART'S

手。負けてられないなって（笑）」など、
スタッフや多種多様な客層から「勉強
になることが多い。日々、刺激を受け
ています」と声を弾ませる。

2018年初夏に店舗の移転を検討
している。「ベトナムで改めてこの仕
事が好きだと思いました。これからも
ホーチミン市で長くやっていきたい」と
次のステージを見据えた。

美容室で老若男女を接客してきました。
“町の美容室”という感じですね」と語る。

現在はブイヴィエン通りで、幅広い人
種、年齢の人 と々日々応対している。

「正直、最初の3ヶ月はどうなることかと
思いましたよ（笑）。でも、今はずっとベト
ナムでやっていきたいって思いますね」
と、清 し々い笑顔を見せた。
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ワケバヤシヤスヒロ

アーツ



池田丈

自分の店を持ちたいと夢見ていた池田氏。し
かし日本では美容室があふれ競争は激化し、将
来的な希望は見出せないでいた。「後輩たちに
夢を聞くと、意外にも海外で活躍したいという人
が多かったんです。でも、自分の周りには海外
で活躍する先輩がいなかったんですよね」。そこ
で各国の日系美容室を自身の目で見てみようと
思い、旅に出た。「海外で活躍する美容師たち
のエネルギーはすごいものでした。それに海外
在住の日本人は日本人美容師を求めているし、
美容途上国なら自身のスキルを大いに生かせる
と感じました」。

旅の途中、ベトナムで美容室の開業を計画
していた現在の社長と出会い、誘いを受けてハ
ノイ行きを決意。「クーカイ」を2012年12月に
開業させ、今ではハノイで長く運営する日系美
容室の1つとなった。

得意なメニューは「セットがしやすくなるメンズ
パーマ！」とはっきりとした口調で語り、「日本人に
とって海外生活はとても大変なこと。頑張って
いる日本人を少しでも支えるのが僕らの使命だ
と思っています。皆様には髪ひとつで悩みを感
じてほしくありませんから」
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Hair  Salon  Kukai
ヘアサロンクーカイ

イケダジョウ

 36 Quang An St., Tay Ho Dist., 
Hanoi 098 580 4911  （月〜金
曜）10:00 〜 21:00、（土・日曜）9:00
〜 20:00 （月〜金曜）20:00、

（土・日曜）19:00  【女性】84万
VND、【男性】73万5000 VND、【大学
生】52万5000VND、【中学生】42万
VND、【小学生以下】31万5000VND　

 4席 http://kukai-hanoi.com

日系美容室＆理容室名鑑2018

ベトナム勤務を決めたのは美容師
歴8年目のタイミングだった。「自分の
スキルに自信がありました。それが着
任して早々にベトナム人のお客さんに
好みの違いでコテンパンにされて…。
その衝撃は忘れられない」と振り返る。

「周囲からの評価は本人の満足度に
影響するので、“郷に入っては郷に従
え”ですよね。日本人好みのスタイル

現在の客層は2割が日本人、8割が
ベトナム人をはじめとする外国人だ。

「美意識の違いを感じますね。日本人
は可愛く見られたい願望があるけれど、
エレガントやセクシーに見せたいという
要望が多い」と、日本との美意識の違
いに戸惑うこともあった。

コミュニケーションを重視し、「美容
師はお客様をプロデュースする面もあ

美容師はお金を頂いて

お客様が日系美容室を選んだ理由を考え、
その期待に応えたいんです

客観的な視点からお客様の良さが
より生きるデザインを提案します

“ありがとう”って
言ってもらえる仕事。

お客様が人生の中で何に
重きを置いているのか。

ナガタニユウ

Atelier Tokyo

永谷勇

田中涼平

 25 Nguyen Van Trang St., 
Dist. 1, HCMC  090 661 
1937   9:30 〜 20:30 

【力ラー＆パーマ】19:00、【カット】
20:00 （日本人スタイリスト）
46万VND、【12歳 未 満 】37万
VND 12席 
http://ateliertokyo-vn.com

 GF, InterContinental Saigon Residences, 
Corner Nguyen Du St. & Le Van Huu 
St., Dist. 1, HCMC  (028) 3827 9799 
 （火〜金曜）10:00 〜 20:00、（土・日曜）
9:00 〜 18:00 （火〜金曜）19:00、

（土・日曜）17:00  月曜、第3火曜 
（日本人スタイリスト）90万VND、【12歳未
満】30万VND  6席 

@GINZA Matsunaga InterContinental 
Branch TBM

がすべてとは限らない。日系は薬が安
全で安心なことや、接客の丁寧さには
定評があるので、その上で日本のスタ
イルのエッセンスを加えます」と語る。

「ベトナム人やその他の外国人のお
客様の数が増えたことで、2017年12
月には過去最高額の売上を記録しま
した。具体的な数字が出たことは原
動力にもなりますね」

るので、お客様のなりたいイメージに加
え、家族や仕事など生活の中で比重を
大きくしているところに合わせた提案を
します」と語る。「日本の技術の1つで
ある“似合わせ”で骨格や輪郭を見極
め、理論で説明できるデザインを作りま
す。こういったテクニックをベトナム人
スタッフに伝えて、将来ベトナムで活躍
してもらえたら嬉しいなと思います」

日系美容室＆理容室名鑑2018

タナカリョウヘイ

ナガタニユウ

アトリエトウキョウ

アロワ・ギンザマツナガALOWA   GINZA MATSUNAGA



Decora Total Beauty Salon
hair salon tetote

 22 Quang Khanh St., Tay Ho 
Dist., Hanoi  093 454 5031  

10:00〜20:00  要問い合わせ 
 第1・3月曜・火曜 （日本人スタ
イリスト）60万VND、【大学生】50万
VND、【中学・高校生】40万VND、【小
学生以下】35万VND  2席 

 @design.hair.nine.9
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コンテストでの優勝経験は5回。英
国の技能ライセンスも取得し、幅広い
経験と技術を持っているからこそ、日本
国外でも挑戦してみたいという思いが
強かった。「グループ企業内でハノイ
勤務の話があがった時は真っ先に手
を挙げました。ベトナムではどんなスタ
イルが似合うかと聞かれることが日本よ
りも多く、カウンセリングが特に重要。

ハノイで美容師を募集していると聞
き、「なんとなくおもしろそう」くらいの気
持ちで話に乗った。「実家を出て初め
ての一人暮らし。当初はホームシック
がひどかったんですが、3日目から急に
居心地の良さを感じました」。後に独
立を決意し、店を構えるならハノイと決
めていた。「1から店を準備するのは初
めてのことだったので苦労の連続。す

日本では美容室の低価格化が進
み、給料は安く、拘束時間も長い。美
容師の社会的地位がどんどん下がっ
ているように感じた。「そんな日本を飛
び出してみたくなったのがきっかけです
ね。ミャンマーやカンボジアも検討した
のですが、ハノイは日本人が多いのに
女性スタイリストは少なかった。これが
決め手となりました」。

自身の店を持つなら、新しい経験が
得られる海外で。長年温めてきた夢を
実現させたのは2014年12月だった。

「2017年12月に開店3周年を迎え、
記念パーティーも開催しました。あっと
いう間に時が過ぎ、これまで勢いでがん
ばってきましたが、同時にたくさんの人
に支えられてきたことも実感。ハノイに
来たのは間違いではなかったですね」　　　

美容先進国ではないからこそ、
伸びしろがあって面白い。
自分がカリスマ的存在となり、

あんなにホームシックになったのに、今や

今後は技術だけでなく、
経営者としての資質も上げていきたいです

あるよう心がけています のが僕の夢なんです

日本とハノイで出会った、
すべての人とのご縁を大切に。

ハノイで暮らす日本人の方全員に、
一時帰国時の日本ではなく、

新たなブームを
起こしたいですね

ハノイは第2の故郷。

出会えて良かったと
思われる美容師で

“ハノイでカットしたい” 
と思ってもらう

ビューティーサロンオーブジャパン デザインヘアナインBeauty Salon Aube Japan design hair nine

伊藤星太 九谷陽介

森玲子 阪下正樹

 1F, Indochina Plaza Ha Noi, 241 
Xuan Thuy St., Cau Giay Dist., Hanoi 
 (024) 3224 2954 （月・水〜金曜）
10:00〜20:00、（土・日曜・祝日）9:00 〜
19:00  【カラー＆パーマ】（月・水〜
金曜）18:00、（土・日曜・祝日）17:00、【カ
ット】（月・水〜金曜）19:30、（土・日曜・祝
日）18:30  火曜 （日本人スタイリ
スト） 50万VND、【15歳以下】30万VND 

 7席  http://aube-japan.com

 45 Pham Hong Thai St., Ba Dinh 
Dist., Hanoi  (024) 3652 5566 
 10:00〜21:00  【カラーカッ
ト】19:30、【カット】20:00  第2月曜、
火曜 （日本人スタイリスト）85万
VND、【大学生】60万VND、【中学・高
校生】35万VND、【小学生以下】26万
5000VND  3席

@decoratotalbeauty.vn

 24-26 Trieu Viet Vuong St., Hai Ba 
Trung Dist., Hanoi  (024) 3943 
7899 / 0167 596 9261（日本人直通） 
 10:00〜21:00  【カラー＆パー
マ】20:00、【カット】21:00  （日本人
スタイリスト）92万VND、【大学・専門生】
88万VND、【中学・高校生】81万VND、

【小学生】75万VND、【6歳以下】61万
VND  7席 www.tetote-hanoi.com

感性が求められるので、本当に良い勉
強になっています」。来越して約1年
半、サロンでセットしたようなスタイルを
毎日保てる持ちの良いカット技術で常
連客を増やし、今ではその半数が日本
人以外だ。「お客様がより若く、より美
しく、より健康に、より元気に。それを
モットーに、スタッフ一丸となって日々 奮
闘しています！」

べてが自己流です」。必然的にベトナ
ム語を覚え、簡単な工事も自分ででき
るようになってしまった。

そんな九谷氏には、日本への本帰
国後も出張時に立ち寄ってくれるなど
固定客が多い。「好きなのはカット。い
かに楽にヘアケアができるかを考える
のが好きですね。今後はヘッドマッ
サージメニューも取り入れたいです」

森氏の強みはカットはもちろん、ヘ
アセットやメイクなど、美容に必要なス
キルを満遍なく身に着けていることだ。

「ベトナムでは日本式ウェディング市
場の需要が高まっています。今後は
花嫁さんの美容担当も受け入れられ
るようにしたいです」。森氏のフレンド
リーな対応も魅力。「今は仕事が楽し
い！」と明るい笑顔で語った。

老若男女問わず誰もが気軽に通
いやすいヘアサロンとして多くの人に
知れ渡り、阪下氏が手がけるショート
カットも定評がある。「“ショートは似合
わない”と思っている女性も、その方に
似合うスタイルを提案しますよ！」。ハノ
イでの店舗運営のノウハウがようやく
分かってきた時期。これからが本当の
勝負だと意気込んでいる。

モリレイコ サカシタマサキ

デコラトータルビューティーサロン
ヘアサロンテトテ

イトウセイタ クタニヨウスケ
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日本人
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栗原貴子

田中将太

佐藤一俊

長谷川ツトム

坪井昭憲

大城南十星

Mao

佐々木卓哉

原佳瑞哉

山志田淳

池田重治

小野佑

清水雅之

髙岡修司

工藤祐二

安藤絢香

オカダレミ

日系美容室＆理容室リスト

 2F, Takashimaya, 92-94 Nam Ky Khoi 
Nghia St., Dist. 1, HCMC  (028) 3914 
0407  9:30 〜 20:00  【カラー＆
パーマ】18:00、【カット】19:00  月曜、第3
火曜 （日本人スタイリスト、マッサージ
付き）【男性】90万VND、【女性】110万VND、

【12歳以下】30万VND 〜   5席 
www.atelier-fine.co.jp

 73 Mac Dinh Chi St., Dist. 1, HCMC 
 (028) 3827 2015 / 1800 58 5858  

10:00 〜 20:00  【パーマ】17:30、【カ
ラー】18:00、【カット】19:00  （日本人ス
タイリスト）　80万VND、【12歳以下】40万VND  

 21席  info@jft.vn  www.jft.vn
 15A/6 Le Thanh Ton St., Dist. 1, HCMC 
090 243 5589   9:30 〜 19:00 
19:00 月曜、第3火曜   80万VND、【子
ども】30万VND（要相談）   4席　
 fleur55hcmc@gmail.com
http://fleurbeauty.com

 15B/15 Le Thanh Ton St., Dist. 1, HCMC 
 (028） 3829 2297  10:00 〜 20:00 

 20:00  月曜、第3火曜  50万
VND、【15歳以下】40万VND   5席　
http://likeslife-vn.com

 8A/11D1 Thai Van Lung St., Dist. 1, HCMC  (028) 3824 
7054  （火〜金曜）11:30〜21:00 、（土・日曜）9:00〜19:00  
(火〜金曜） 21:00、（土・日曜）19:00  月曜、第3火曜 （マッサー
ジ込み）42万VND 〜、【12歳以下】30万VND   6席　

 @ginzamatsunaga.hcm.thaivanlung  https://tbm-g.com/ja

 7F, Caravelle Saigon Hotel, 19-23 Lam 
Son Square, Dist. 1, HCMC 0120 806 
8376   9:00 〜 19:00   19:00  

（日本人スタイリスト） 月曜  40万VND、
【12歳以下】30万VND   4席　

＠Sapporo Coiffe caravelle saigon hotel  
https://tbm-g.com/ja

 3F, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong 
Vuong St., Dist. 5, HCMC  (028) 3835 
7789 10:00〜19:00  【パーマ＆カラー】
18:30、【カット】19:00 （日本人スタイリスト、シ
ャンプー・ブロー別）30万VND、【12歳以下】15万
VND  9席  

 @GinzaMatsunagaWINDSORPLAZAHOTEL
https://tbm-g.com/ja

 6F, TID Center Office Bldg., 4 Lieu Giai St., Ba Dinh Dist., Hanoi  (024) 3232 
1328 / 090 347 5088（日本語） （月・水〜金曜）10:00 〜 20:00、（土・日曜・祝日）
9:00 〜 19:00 【カラー＆パーマ】（月・水〜金曜）18:00、（土・日曜・祝日）17:00、【カ
ット】（月・水〜金曜）19:30、（土・日曜・祝日）18:30  火曜  （炭酸シャワー付き）60万
VND、【中学3年生、15歳以下】40万VND   4席  
https://aubecielowndcom.amebaownd.com

 K19/10 Quang Trung St., Hai Chau Dist., Da 
Nang 096 633 2147  10:00 〜 19:00 
19時  月曜、第1日曜  【男性】 40万VND、【女
性】 50万VND、【キッズ】 10万VND 〜（要相談）  
2席  remisalondanang@gmail.com
https://ameblo.jp/remi-hair-salon

 299 Ly Tu Trong St., Dist. 1, HCMC 
 (028) 3822 6311  10:00 〜 19:00  

 19時  月曜   60万VND
 4席  etesaigon917@gmail.com

@ete_saigon 
http://etesaigon.com

 2F, 12 Le Thanh Ton St., Dist. 1, HCMC 
 (028) 3827 7770  9:00〜20:00 

【ストレートパーマ】17:00、（水・金曜）18:00、【カ
ラー＆パーマ】18:00、（水・金曜）19:00、【カット】
19:00、（水・金曜）20:00  不定 （日本人
スタイリスト）69万VND、【小学生以下】29万
VND  12席  @rita.com.vn
https://rita-hair.themedia.jp

 36 Chu Manh Trinh St., Dist. 1, 
HCMC  (028) 6291 0442  

10:00 〜 20:00 【カラー＆パー
マ】18時、【カット】19時  第3火曜 

【男性】50万VND、【女性】60万
VND、【11歳以下】30万VND  5
席   Grow HCMC

 growtokyo.hcmc
www.hairmake-grow.com

 1F, V-TOWER, 649 Kim Ma St., Ba 
Dinh Dist., Hanoi  (024) 3200 
2570 / 0164 4403 4731  （月〜金曜）
10:30〜20:00、（土・日曜・祝日）9:00〜
18:30 【カラー＆パーマ】（月〜金
曜）19:00、（土・日曜・祝日）17:30、【カット】

（月〜金 曜 ）20:00、（ 土・日曜・祝日）
18:30 【男性】60万VND 〜（フェ
イスパック付き）、【女性】 60万VND、【15
歳以下】25万VND　 10席  
 ono-hanoi@outlook.jp

@hair.ono.hanoi

 GF, Panorama Apartment, 14P St., Phu My 
Hung, Dist. 7, HCMC 098 944 9540  （月・水
〜金曜）9:00 〜 20:00、（土・日曜）9:00 〜 19:00 

【カラー＆パーマ】（月・水〜金曜）18:00、（土・日
曜）17:00、【カット】（月・水〜金曜）19:00、（土・日曜）
18:00  火曜 【男性】70万VND、【女性】80
万VND、【18歳以下】40万VND〜   3席、【子ど
も用】1席   ＠kal0705  http://kal-hcm.com

 26 Pham Huy Thong St., Ba Dinh Dist., Hanoi 
096 473 8908  （月〜金曜）10:00 〜 21:00、

（土・日曜）9:00 〜 20:00 （月〜金曜）20:00、
（土・日曜）19:00  【女性】84万VND、【男性】
73万5000VND、【小学生以下】31万5000VND　 

 4席  @HairSalon KUREHA 
 kurehahanoi  http://kureha-hanoi.com

 3F, 122 Le Thanh Ton St., Dist. 1, HCMC 
 0121 677 6848  10:00 〜 20:00 

【カラー＆パーマ】18:00、【カット】19:00 
 月曜、第1・第3火曜  60万VND、【中
学・高校生】50万VND、【小学生以下】40万
VND   4席  hacca.haru@gmail.com  

 ＠oix2139c 
https://hacca-haru.amebaownd.com

4 Nguyen Chi Thanh St., Hai Chau 
Dist, Da Nang  090 877 9548  

11:00 〜 20:00  20:00  月曜 
【男性】40万VND、【女性】50万VND  
 3席  http://likeslife-vn.com

美容師歴 28 年の経験を活かし、どんなスタイル
でもご相談ください。ネイルケアやまつげパーマ、
エステなどのほか、理美容融合型で展開し、男性
のシェービング
も行っています。

リピーター続出のヘッドスパのみの来店も大歓迎！
日本の技術を取得したベトナム人スタッフによる
まつ毛エクステも人気です。通常より細い毛を使
うボリュームラッシュも導入予定です。

路地内の小さな
お店で、リラックスして過ごしていただけま
す。お客様一人ひとりの髪の悩みや希望にじ
っくり向き合い、流行に左右されないヘアス
タイルづくりを目指しています！

ライクスライフ設立メンバーの佐藤がホーチミ
ン市に戻りました ！　お客様のご希望や悩みを
丁寧にヒアリングし、精一杯頑張りますので、ま
ずは1度ご来店下さい。必ず笑顔にします！

東京・銀座発祥の男性向け理容室です。日
本人理容師が 3 人常駐しており、男性のカッ
トはお任せください。日本の理容室そのまま
の雰囲気をぜひ体感しにご来店ください。

アメリカ発のオラ
プレックストリー
トメントを導入し

ています。ダメージケアに優
れ、仕上がりの良さと長い持
続力が特徴です。新規のお客
様にはトリートメントをサービ
スしています！

個室を5席完備し、寛
いでいただける空間づ
くりに努めています。
カットと同時進行の手
足のネイルケアやマッ
サージもおすすめです。
女性理容師による女性
のためのお顔剃りも好
評です！

理容・美容・エステの三位一体で幅広いメニュー
を提供しています。常駐日本人スタッフは個々に
東京都内サロンで技術を磨いてきました。レ
ディースシェービングもぜひお試しください！

頭皮と髪の健康を大切に、さらに家でもサロンと同
じスタイルがキープできるような再現性を重視して
います！　自然な流れをつくるブローも得意です。

約10年間海外で美容師として活動しており、
年齢、性別問わず様々な技術が得意です。
お客様全員に頭皮マッサージをしており、頭
皮に関してはなんでも聞いてください ！

カウンセリングに力を入れ、1時間しっかりお話することもあ
ります。髪に関するお悩み、要望などなんでもご相談ください。
また、2018 年春頃にハノイへの出店を予定しています！

ヘアだけでなくアイラッシュ、フェイシャルなど、トー
タルできれいになれるサロンです。ネイルはヘアと
同時施術もOKです。ウェブ予約サービスで、24時

間いつでもご予
約いただけます！

経験豊富な男女2人の日本人美容師が在籍して
います。トリートメントを配合し、しっとりとした仕
上がりのリッチパーマや日本人スタイリストによ
るまつ毛エクス
テも好評です！

ファミリーでご利用いただ
けるサロンづくりを心がけ
ています。子ども向け DVD
やキッズプレイスペースな
どのツールもご用意！ 育毛
ケア商品も揃っており、ヘッ
ドスパも人気です。

おまかせでと安心して任せられるサロンです。髪型をどう
したらよいかわからない、そんな方もご相談ください。
2018年2月に1区レタントン通り沿いに移転しました ！

伸びてもくずれな
い、スタイリングが

簡単なスタイルならお任せを。
事前にご連絡いただければ、
営業時間外も受け付けます！ 
今後、希望に応じて出張カット
もスタート予定です。

お客様のお悩みに徹底的
に向き合います。専門的な
ヘアカラー技術を生かし
て、デザインカラー、グレ
イカラーなどのハイレベル
な要望にもお応えします！

Atelier Fine

J-first Tokyo

FLEUR HCMC 
Hair Salon

Likes Life

Likes Life

銀座マツナガ・タイヴァンルン店

ホーチミン市店

ダナン店

カラベルサイゴンホテル店

日本橋

銀座マツナガ・
ウィンザープラザホテル店  

ete saigon

RITA Hair Salon

SAPPORO COIFFÉ

Beauty Salon Aube Ciel

REMI Hair Salon

grow

HAIR SALON ONO

Hair Salon Kal

Hair Salon Kureha

Hacca

アトリエファイン

ジェイファーストトウキョウ

フルールホーチミンシティヘアサロン

ライクスライフ

ライクスライフ

クリハラタカコ

タナカショウタ

サトウカズトシ

ハセガワツトム

ツボイアキノリ

オオシロナトセ

マオ

ササキタクヤ

ハラカズヤ

ヤマシダジュン

イケダシゲハ ル

オノユウ

シミズマサユキ

タカオカシュウジ

クドウユウジ

アンドウアヤカ

エテサイゴン

リタヘアサロン
サッポロコフィエ

ビューティーサロンオーブシエル

レミヘアサロン

グロウ

ニホンバシヘアサロンオオノ

ヘアサロンカル

ヘアサロンクレハ

アッカ


