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28th
year

1993 年にオープンしたカル
チャーセンター「ボイスホビーク
ラブ」は、2020 年１月４日で28
年目を迎えました。駐在の方から
ご旅行の方、お子様からご年配ま
で。皆様のお役に立てる有益なス
ペースとして、今後も楽しい講座・
企画をご用意していきます。ぜひ
遊びにいらして下さい♪

hair CRAFT ZAN
最新トレンドを取り入れたデザインを提案
特にカラー＆カットの高い技術に定評アリ☆

・カット…1,000B　　
・パーマ…2,800B～（カット込み）
・低温デジタルパーマ…4,200B（カット込み）
・カラー…2,000B～　
・リタッチカラー（2~3cm）…1,700B～

【JHCA 日本ヘアカラー協会加盟サロン】　

・カラーのみ 　　　1,700B～ 
・カラー+カット 　2,700B～ 
・カラー+パーマ 　4,500B～

1,480B ～ 
2,380B ～ 
4,080B ～ 

毎週火曜日はお得なレディースデー♥

※長さやスタイルで料金が変わります

→
→
→

MENU
（一例）

ご予約          ☎084-757-8622（日本語）
 営業時間　9:00～ 19:00（最終受付 18:00） 　定休日　水曜日
　 HAIR CRAFT ZAN　  ＠zanbkk　  ＠haircraftzan
   住所      Sukhumvit Soi 49/6（サミティヴェート病院から徒歩３分）

BTSプロンポン

soi39 soi49

トンロー13

フジ
３号店

ボイス
ホビー
クラブ

49/6

soiプロムミット

soiプロムシー

スクンビット通り

創業 13 年

・低温デジタルパーマ（カット込み）　4,200 B → 3,600B
平日限定

ボイスホビークラブの
メンバーカード提示で

全メニュー
10%OFF!

※ポイントカード、プロモーション等の
割引との併用は出来ません。

ヘアサロン ヘアカラーに悩んだら！ ヘアサロン 確かなカット！

Hair Salon SO
☎  065-530-3466
住 ターミナルビル G階
営 9:00～19:00（最終受付）
    水曜定休

菅原さんのお店

店長
菅原将人

EDDY１にて長年活躍した

・カット…900B　・カラー…1500B～　・パーマ…1900B～・カット＋
  ソーダシャンプー  …1000B

MENU

平日
ご新規様

15%
OFF!

ボイスホビークラブ
メンバーカード
提示で
Soポイント

1ポイント加算♪

ボイスホビークラブ
メンバーカード
提示で
Soポイント

1ポイント加算♪

ヘアサロン 憩いの場、それはヘアサロン

106 HAIR STUDIO
☎02-6627-106
20/82 Soi Prommitr,
Sukhumvit 39 Rd.

24時間ネットで簡単予約

www.106.co.th

クーポンとWEB予約 気になるクチコミ

マッサージ「アットイーズ」
 atease-massage.com

清潔  安 心  心 あ り き

スクンビット33/1本店　 
 スクンビット33/1スパ店
スクンビット39店
シーロム３店　　    

  ☎ 061-682-2878
　☎ 092-271-8587
 ☎ 086-327-6497  
 ☎ 065-535-6600

全店共通
   9：00-24：00
（L.O.23：00）

時間が長いと更にお得！（1,050B/1.5 時間、1,250B/2 時間）
その他、ハーバルボールやホットストーンマッサージ、ボディスクラブ、

1.5～4 時間と充実したパッケージメニューもおすすめ♪

筋肉の緊張をほぐしながら、血液とリンパの流れをよくし、
老廃物と疲れを取り除きます。優しい香りの

タイハーブ厳選オイルはお肌の調子を整える効果も。 オーナー 
上野圭司
オーナー
上野圭司

アロマオイルマッサージ　850B/１時間大好評！ 

おかげさまで10周年！

アットイーズでは現在、
「体の中から綺麗に」を
モットーにスパメニュー
にも力を入れています

スパ＆マッサージ お手頃価格で至福のひと時を！

黒にんにく食べ方講座
体に良い黒にんにく、
おすすめです♪

水彩画
展示会でのデモンスト
レーション、素晴らし
かったです！

ハーバリウム
親子で楽しめます♪

People’s FACE & Gallery
People’s FACE & Gallery

ボイスモノづくりフェスタ＆展示会
次回のフェスタは2/25（火）♥

フェイスペイント
ハロウィンSP
盛り上がりました～★

風水セミナー
皆さん興味津 ！々
次回もお楽しみに♪

カービング
展示会に出展しました♥

ボイススタッフ
忘年会＠寅次郎♪

ルーシーダットン
お疲れ様でした～♥

ベリーダンス
ラストレッスン
ありがとうござい
ました！

セブ島留学セミナー
セブでお待ちしています♪ マジックセミナー

級制度開始♪
次回は3/7(土)★

プログラミング
初心者も
大歓迎～★

冬休みキッズスペシャル
今回もおいしく楽しく、沢山の笑顔
に出会えました～♪

和裁クラブ
素敵なオリジナル
着物完成♥

桂竹丸師匠＆桂米多郎師匠落語会
お客様参加型で大盛り上がりでした★

山の幸染め
簡単なのに
可愛くできたよ♪

ハンドtoハンドプロジェクト
いつも皆様の温かい手、
ありがとうございます♥

ニューメンバー説明会とは？　
まだメンバー登録をされていない方へ☆

　新しくバンコクに赴任された方、
長くバンコクにはいるけれどボイ
スホビークラブには来られたこと
がない方向けに月に 2 回『無料説
明会』を開催しています。
　前半は、ボイスの講座やおすす
めのお店の紹介。後半は、知って

●BTS の場合…プロンポン駅下車。スクン
ビット39に入り、「コカレストラン」前のシー
ローに「ラケットクラブ」とお伝え下さい。
乗車料金は片道30Bです。Soi 49/11（Soi 
Phromsri 1）に面した第４ビル3階です。

住 Sukhumvit Soi 49/11（Soi Phromsri 1）
　「ラケットクラブ」第４ビル ３階
☎ 02-119-7250～１
営  平日8:30～18:00 / 土9:00～16:00
休  日・祝（特別講座がある場合は開講 ）
●2～5月の休業日
2/8(土)・4/6(月)・4/13(月)～4/15(水)・5/1(金)・5/4(月)・5/6(水)

　　　　　　　　　　　 通常は入会金500B。無期限で年会費等は一切なし。
ご登録いただくと、全ての講座をメンバー料金で受講できます。
メンバー登録について

日 時
 要予約 要予約

2/3(月)・3/12(木)・4/1(水)・5/11(月) 9：30～11：45
2/19(水)・3/24(火)・4/21(火) 　     12：30～14：45

ACCESS ボイスへのアクセス

INFORMATION

※メンバー登録をされる方は 10 分前までにお越し下さい。ご自身の携帯電話で QR
コードを読み取り、ご登録手続きを行って頂きます。
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オペラ

信号

soi49/9

Soi 49/11（Soi Phromsri 1）

soi PromMit

soi49/6

※提灯の右手に
あるエレベーター
で３階へ

※提灯の右手に
あるエレベーター
で３階へ

得する『バンコク生活情報』です。タイの病院や薬の賢い使い方からタ
クシー、銀行ネタに至るまで、お役立ち情報をお届けします。当日ご入
会の方は、入会金が割引（通常500B→300B）になり、その他クーポ
ンももらえるとってもお得な2時間です☆

ボイスホビークラブの最新情報をお届け！

ご登録よろしくお願いします♥
LINE＠

ホームページ
リニューアルしました★

インスタグラム

※近日LINEのQRコードが変わります。登録できない場合は、HPから♪
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