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北海道 099-3626 斜里郡小清町小清水５区  農協美容室 0152-62-2816  

北海道 093-0003 網走市南3条東2-10  サングレイスフル 山下 0152-43-3673  

北海道 090-0012 北見市並木町144番地22  ビューティサロン はるか 0157-23-2726  

北海道 093-0501 常呂郡佐呂間町宮前町78  ビューティーサロン ヤマザキ 01587-2-3673  

北海道 084-0912 釧路市星が浦大通1-5-23  (有)いえやま ヘアープラザいえやま 0154-51-7205  

北海道 085-0014 釧路市末広町12-2-2  ベルアミージェム＆ルイ美容室 0154-22-0709  

北海道 085-0032 釧路市新栄町17-10  (有)ビューティーバロン 0154-23-2934  

北海道 067-0003 江別市緑町東3-132  ビューティサロン・ユキ 011-385-3230  

北海道 085-0054 釧路市暁町4-23  (株)クリエイトスハニー 0154-24-5652  

北海道 088-0301 白糠郡白糠町東1条南1-1-32  (有)おしゃれハウス山吉 01547-2-2538  

北海道 088-0332 白糠郡白糠町東2条北1-1-2  ミヤコ美容室 01547-2-3103  

北海道 099-0416 紋別郡遠軽町大通南2  アート美容室 01584-2-4914  

北海道 099-0416 紋別郡遠軽町大通南1  千葉美容室 01584-2-4944  

北海道 080-0111 河東郡音更町木野大通東2-1-2  ルッコラ 0155-30-0788  

北海道 080-0012 帯広市西二条南35-1-27ベルクラシック帯広3F  サロン プラティーヌ 0155-47-2137  

北海道 080-0027 帯広市西17条南3丁目11-5  ヘアードレッシングサロン サミー 0155-33-5524  

北海道 080-0043 帯広市西13条北1丁目hair spot goocy内  calore 0155-33-2100  

北海道 080-0061 帯広市西6条南23-10-1  スプランドール 0155-26-3056  

北海道 080-0856 帯広市西18条南37丁目1-14  ジェム＆ルイ 南町店 0155-48-8790  

北海道 080-2472 帯広市西22条南3丁目20-4  HIRO-IN HAIR PRODUCE 0155-67-1707  

北海道 099-2103 北見市端野三区365-21  ザッツ ヘアー クリエート 0157-67-6611  

北海道 070-0031 旭川市１条通９丁目左１号  美容室 hair Kanto 0166-26-4557  

北海道 078-8345 旭川市東光5条3-2-2  (有)ウェーブハウスピッコロ 0166-31-9371  

北海道 079-8417 旭川市永山7条7-5-1  アートヘアー ライズ 0166-46-5558  

北海道 070-8061 旭川市高砂台1-1-8  美容室 area 0166-60-2222  

北海道 096-0013 名寄市西3条南1-20-1  ヘアープランニング バラ 01654-3-7137  

北海道 097-0022 稚内市中央3-8-2  (株)ヤスコ美容室 0162-22-3744  

北海道 078-2222 雨竜郡沼田町沼田107-200  HAPPY SUNDAY 0164-35-2940  

北海道 077-0044 留萌市錦町2-2-3  pastel 0164-42-5837  

北海道 073-0003 滝川市滝の川町西8-1-1  吉見美容室 0125-22-3956  

北海道 073-0024 滝川市東町3-6-6  ふじ美容室 0125-22-2177  

北海道 073-0023 滝川市緑町1-6-5  T’s hair 0125-22-7751  

北海道 073-0036 滝川市花月町2-1-5  サロンド・美美 0125-24-2909  

北海道 075-0031 芦別市南1条東1-3  (有)ようこ美容室 01242-3-1523  

北海道 079-0313 空知郡奈井江町本町2区  シャローム美容室 0125-65-3701  

北海道 072-0003 美唄市東2条北1丁目1-15  美容室 くれよん 01266-4-4946  

北海道 072-0024 美唄市西1条南4-3-11  ビューティー いしだ 0126-64-2749  

北海道 068-0022 岩見沢市２条西４丁目3  サロンド・ジュネス 0126-22-8056  

北海道 068-0830 岩見沢市若駒3-2-5  美容室 レヴュー 0126-22-5655  

北海道 099-3626 岩見沢市志文町995-73  美容室 la・mano 0126-25-3779  

北海道 093-0003 江別市錦町12-19  サロン ド チエ 011-383-5466  

北海道 090-0012 江別市野幌松並町16-17  美容室 R・K 011-382-1581  

北海道 093-0501 江別市大麻北町519-1-2 ホクレンショップ２Ｆ  おしゃれサロン タエコ 011-386-2414  

北海道 084-0912 恵庭市島松寿町1-28-9  ヘアーアンドフェイス 花雅美 0123-36-8568  

北海道 085-0014 恵庭市漁町51-1  ビューティサロン ライト 0123-33-2847  

北海道 085-0032 恵庭市桜町1-1-11  (有)みどり美容室 0123-33-2510  

北海道 067-0003 千歳市新富町2-4  (有)グリーン美容室 プラスワン 0123-22-0261  

北海道 085-0054 千歳市清水町2-29-2  (有)聖名美容室 0123-23-5065  
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北海道 066-0063 千歳市幸町2-8-3  美容室 サロン･ド･JOY 0123-26-1424  

北海道 059-1601 勇払郡厚真町京町105  みたに美容室 01452-7-2516  

北海道 053-0802 苫小牧市弥生町2-3-1  (有)大平美容室 0144-72-0746  

北海道 053-0022 苫小牧市表町3-2-9阪ビル2F  美容室 La Clair 0144-37-2890  

北海道 053-0045 苫小牧市双葉町1-19-13  モード美容室 0144-32-9746  

北海道 053-0046 苫小牧市住吉町2-1-4  パウムサロン 林檎ハウス 0144-36-4003  

北海道 053-0802 苫小牧市弥生町1-1-15  (有)ヒデ美容室 0144-72-3881  

北海道 053-0821 苫小牧市しらかば町4-6-18  サロン ド まさこ 0144-75-2019  

北海道 053-0831 苫小牧市豊川町3-1-39  ファンクション 0144-75-1464  

北海道 001-0023 札幌市北区北23条西6丁目  (株)クニ美容室 011-757-9292  

北海道 001-0045 札幌市北区麻生町5-1-8  Voice 011-746-1011  

北海道 003-0025 札幌市白石区本郷通7丁目北1-29  美容室 BLOOM 011-861-6077  

北海道 003-0862 札幌市白石区川下2条4-2-13  (株)ヘアーコレクション あきらの美容室 011-871-8155  

北海道 004-0042 札幌市厚別区大谷地西5-5-15  R’s HAIR アルズヘア 本店 011-891-8231  

北海道 005-0014 札幌市南区真駒内幸町2丁目 ミュークリスタル  (株)グリーン美容室 011-582-2727  

北海道 060-0052 札幌市中央区南2条東2丁目 エクセレントハウス  美容室 シェール 011-251-1830  

北海道 060-0063 札幌市中央区南３条西3丁目9-2 ピクシス3F 美容室 イヴ・シュール 011-212-1778  

北海道 064-0808 札幌市中央区南8条西12丁目3-22  スイング美容室 011-563-6365  

北海道 064-0919 札幌市中央区南19条西8丁目1-14  Kazalee 011-563-4486  

北海道 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通6-3-35 アーバンハイツ月寒1Ｆ  (株)クレール 011-851-3605  

北海道 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通7-7-6 月寒ターミナルビル１F  美容室 MIZZO 011-857-9123  

北海道 062-0021 札幌市豊平区月寒西1条3丁目5-1 ﾗｲｵﾝｽﾞヒルズ月寒公園1001  (株)FUKUHO 011-857-5557  

北海道 062-0042 札幌市豊平区福住2条1丁目1-24  美容室 ELENA・BOSHU 011-853-9877  

北海道 062-0055 札幌市豊平区月寒東5条7-3-15 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾉｰｽﾋﾞﾙ1F  hair - hinomaru 011-851-4484  

北海道 062-0933 札幌市豊平区平岸３条17丁目5-11  FRAME HAIRDRESSING 011-832-1233  

北海道 065-0006 札幌市東区北6条東20丁目1-16  ヘアギャラリー リラヴェリテ 011-741-3488  

北海道 089-0136 上川郡清水町本通3-1  美容室 シンデレラ 01566-2-6016  

北海道 047-0024 小樽市花園1-1-3  ヴィナス美容室 0134-32-0575  

北海道 047-0032 小樽市稲穂4-3-6  美容室シャイ 0134-24-0222  

北海道 047-0034 小樽市緑2-29-1  西村美容室 0134-33-5088  

北海道 047-0034 小樽市緑3-11-17  美容室 シャイ 0134-32-5535  

北海道 059-0035 登別市若草町3-2-1  サロン ド ボーテ アヴァンセ 0143-87-1100  

北海道 050-0073 室蘭市宮の森町2-8-22  ビューティサロン メゾンドナショナル 0143-43-2001  

北海道 050-0077 室蘭市天神町22-17  ビューティサロン エイコ 0143-44-8440  

北海道 040-0011 函館市本町28-19  ヘアークラブイオン 0138-55-4385  

北海道 040-0013 函館市千代台町29-15  ism of hair 0138-56-0210  

北海道 040-0063 函館市若松町6-15  路美容室 0138-23-8267  

北海道 040-0074 函館市松川町40-16  とうせい美容室 0138-45-4556  

北海道 041-0802 函館市石川町162-14  PAUL SAWADA GROUP DIO 0138-47-4545  

北海道 041-0811 函館市富岡町1丁目55-7  ダズルヘアーメイク 0138-43-7117  

北海道 041-0813 函館市亀田本町65-27  ビューティコンシェルジュあおき 0138-42-3295  

北海道 041-0821 函館市港町1-14-3NEXTⅢ1階B  hair story ELMO 0138-44-6001  

北海道 041-0851 函館市本通3-15-11  美容室 HAIRS VERY 0138-32-3031  

北海道 041-0853 函館市中道1-20-6  ヘアークラブ 坐 0138-52-3959  

 青森県 033-0001 三沢市中央町3-8-13  ひまわり美容室 0176-53-3080  

 青森県 033-0044 三沢市字古間木山68-72  (有)細川美容室 0176-53-3722  

 青森県 031-0043 八戸市十六日町19  (株)一戸美容室 アイビーいちのへ 0178-44-2828  

 青森県 031-0813 八戸市新井田字中町5  あゆみ美容室 0178-25-6132  
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   青森県 039-1101 八戸市尻内町矢沢84-5  美容室 じゅん 0178-27-1747  

   青森県 039-2225 上北郡おいらせ町上明堂64-6  美容わかまつ 0178-52-2014  

   青森県 039-2405 上北郡東北町上北南1-30-10  ビューティサロン サカモト 0176-56-2379  

   青森県 030-0803 青森市安方1-3-9  (有)美容室 こなか 017-776-7211  

   青森県 030-0812 青森市堤町1-1-6  おがさわら美容室 017-722-4004  

   青森県 030-0822 青森市中央2-16-3  ファニー美容院 017-773-5169  

   青森県 030-0853 青森市金沢1-4-12  美容室 ときわ 017-776-8388  

   青森県 030-0862 青森市古川1-17-10スカイパークビル１F  アミューズ 017-731-2203  

   青森県 038-0031 青森市大字三内字稲元58-3  シャイニー美容室 017-782-5757  

   青森県 036-0517 黒石市松原64-13  ヘアーブティック シュン 0172-53-0986  

   青森県 036-8355 弘前市元寺町69  B.A.M salon ヴィンテージ プレミアム店 0172-35-1214  

   岩手県 028-0051 久慈市川崎町6-8  美容室 HAIR DO 0194-52-1761  

   岩手県 028-0052 久慈市本町2-1  美容室 三愛 0194-52-1411  

   岩手県 028-0083 久慈市大沢8-67-2  (有)ビューティーサロンチカコ 0194-55-3660  

   岩手県 028-6904 二戸市浄法寺町里代2-2  サニー美容院 0195-38-3861  

   岩手県 028-8201 九戸郡野田村大字野田26-22-11  久保美容院 0194-78-2182  

   岩手県 028-7305 八幡平市松尾28-59-3  長坂美容堂 0195-74-2644  

   岩手県 028-5402 岩手郡葛巻町葛巻13-3-2  ふさ美容室 0195-66-3103  

   岩手県 020-0032 盛岡市夕顔瀬町6-9  ベルモード 019-624-0014  

   岩手県 020-0042 盛岡市新田町7-29  (有)パール美容院 019-653-5666  

   岩手県 020-0801 盛岡市浅岸1-20-27  アトリエ クレール 019-626-7372  

   岩手県 028-3614 紫波郡矢巾町又兵ェ新田5-89-8  ビューティーサロン おきた 019-681-3737  

   岩手県 028-1343 下閉伊郡山田町境田町3 C-3  いなかわ美容室 0193-82-2324  

   岩手県 028-0501 遠野市青笹町糠前31-22-8  ささき美容室 0198-62-5283  

   岩手県 028-0541 遠野市松崎町白岩8-44-42  Bello spazio クオーレ 0198-60-1611  

   岩手県 028-0114 花巻市東和町土沢五区396  スワン 0198-42-4428  

   岩手県 025-0074 花巻市坂本町3-22  (有)ラテン美容室 0198-23-4546  

   岩手県 024-0012 北上市常盤台4-11-126  grosso Luce 0197-72-5138  

   岩手県 024-0032 北上市川岸3-23-18  サンゴ美容室 0197-63-7551  

   岩手県 024-0035 北上市花園町1-5-9  わたなべ美容室 0197-64-6051  

   岩手県 024-0094 北上市本通り1-5-28  HAIR - AMUSE(ﾍｱｰｱﾐｭｰｽﾞ） 0197-65-3358  

   岩手県 024-0104 北上市二子町宿西65-2  京美容室 0197-66-2119  

   岩手県 023-0841 奥州市水沢区真城字垣の内5-3  ビューティサロン アルプス 0197-24-0156  

   岩手県 021-0101 一関市厳美町字上野313-1  いしかわ美容室 0191-29-2950  

   岩手県 021-0883 一関市新大町36  HAIR GALLERY やよい 0191-26-2468  

   岩手県 029-2311 気仙郡住田町世田米駅118  ひらさか美容室 0192-46-2232  

   岩手県 022-0006 大船渡市立根町字前谷地15-1  柳本美容室 Ｌucia 0192-47-5186  

   岩手県 022-0101 大船渡市三陸町越喜来所通27-9  柳本美容室 0192-44-3097  

   秋田県 017-0044 大館市御成町2-9-5  美容院 ささき 0186-42-9138  

   秋田県 017-0844 大館市字新町74  マサ美容室 0186-42-3001  

   秋田県 017-0846 大館市常盤木町2-37  まり美容室 0186-42-9029  

   秋田県 017-0893 大館市桂城20-21  (株)ウオズミ 0186-49-2915  

   秋田県 017-0896 大館市字大館48  サロンド・ひろ 0186-49-2537  

   秋田県 018-3312 北秋田市花園町6-3  サロンド ローマ 0186-62-2620  

   秋田県 016-0816 能代市富町16-16  ヘアーファッション・アキ 0185-53-5343  

   秋田県 016-0824 能代市住吉町4-16  スズキ美容室 0185-54-4558  

   秋田県 016-0843 能代市中和1-2-3  レーヌビューティーサロン 0185-52-0623  

   秋田県 016-0845 能代市通町6-18  Ｋ美容室 0185-54-2850  
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 秋田県 018-3141 能代市二ツ井町字五千苅45-9  (有)ア コ 0185-73-2577  

 秋田県 018-3151 能代市二ツ井町字三千苅5-15  ハタハル美容室 0185-73-2108  

 秋田県 018-2401 山本郡三種町鵜川字下笠岡1-1  美容室 JUST FOR YOU 0185-85-2347  

 秋田県 010-0011 秋田市南通亀の町6-5  ビューティスパ アマンジェナ 018-836-0201  

 秋田県 010-0875 秋田市千秋明徳町2-74  モードスタジオ Ｑ 018-831-0009  

 秋田県 010-0877 秋田市千秋矢留町7-23  アート オブ ビューティコマバ 018-835-0021  

 秋田県 010-0901 秋田市保戸野桜町18-6  サロンド ボーテ ササキ 018-862-5165  

 秋田県 010-0916 秋田市泉北3-16-24  美容室 オークス 018-866-0942  

 秋田県 010-0917 秋田市泉中央3-1-6  マルベリー 018-865-6670  

 秋田県 010-0951 秋田市山王6-1-5  ピエム美容室 018-865-2690  

 秋田県 010-0971 秋田市八橋三和町5-8  モア ビューティー シモフサ 018-863-4470  

 秋田県 011-0914 秋田市飯島美砂町8-26  かみゆい処 ふじ 018-846-4686  

 秋田県 011-0931 秋田市将軍野東3-6-41 将軍野ビル1F  美容室 リンク 018-857-1357  

 秋田県 010-0946 秋田市川尻総社町16-23  美容室 トゥインクル 018-862-1667  

 秋田県 010-0946 秋田市川尻総社町8-1  美容室 ふ じ 018-862-1434  

 秋田県 014-1112 仙北市田沢湖梅沢字森脇287  パール美容室 0187-44-2231  

 秋田県 014-0044 大仙市戸蒔字谷地添69-3  ヘアーサロン 髪ひこうき 0187-63-0171  

 秋田県 019-0507 横手市十文字町上鍋倉字東坊田野15-3  スターレット美容院 0182-42-1334  

 秋田県 012-0824 湯沢市佐竹町2-4  オパール美容室 0183-73-2774  

 秋田県 012-0844 湯沢市田町2-5-6  ビューティ ジョイフル 0183-72-3917  

 秋田県 018-0711 由利本荘市岩谷町字十二柳112-2  ゆう子美容室 0184-65-3565  

 秋田県 018-0402 にかほ市平沢字天ヶ町47  ラ・ヴィオーラ 0184-37-2367  

 山形県 997-0045 鶴岡市西新斎町22-15  Hair&Face KID’s 0235-25-6802  

 山形県 996-0025 新庄市若葉町6-6  小松美容院 0233-22-1705  

 山形県 999-4224 尾花沢市新町1-7-37  ルージュ 0237-22-3046  

 山形県 999-4228 尾花沢市上町5-6-21  ヘアーメイクファクトリー マドンナ 0237-23-2618  

 山形県 995-0017 村山市楯岡十日町8-3  マリ美容室 0237-55-3923  

 山形県 995-0021 村山市楯岡楯4-7  おしゃれギャラリー ホワイト 0237-55-4425  

 山形県 995-0033 村山市楯岡新町2-1-16  美容室すずらん 0237-53-2808  

 山形県 995-0056 村山市河島山1-27  来夢美容室 0237-53-5161  

 山形県 999-3714 東根市大林1-4-33  ビューティ ササキ with チャクラ 0237-42-0293  

 山形県 999-3776 東根市羽入2427-11  ビューティハウス COCO 0237-47-0505  

 山形県 999-6513 西村山郡河北町谷地所岡3-1-6   ばら美容室 0237-72-7388  

 山形県 991-0023 寒河江市丸内1-1-51  (株)美容室 シルエットマルイ 0237-86-5570  

 山形県 990-0812 山形市千歳1-16-45  (有)サロン アイ・アート 023-681-1579  

 山形県 990-2313 山形市蔵王成沢2182-2  美容室 PARI IN 023-688-8686  

 山形県 990-2431 山形市松見町20-7  美容室 JAN 023-622-3339  

 山形県 990-2492 山形市鉄砲町3-4-19  マリア美容室 023-624-4640  

 山形県 999-3155 上山市鶴脛町1-9-23  HAIR MOVE KIMURA 023-672-1309  

 山形県 992-0351 東置賜郡高畠町大字高畠558-26  横山育子美容室 0238-52-3998  

 山形県 999-2211 南陽市赤湯394-5  ビューティハウス Emi 0238-43-6014  

 山形県 993-0006 長井市あら町3-15  美容室 パルファン 0238-88-2268  

 宮城県 988-0042 気仙沼市本郷8-15  (株)蘭 FACE hair 0226-22-9379  

 宮城県 988-0077 気仙沼市古町2-4-21  フジノ美容室 0226-22-2890  

 宮城県 988-0224 気仙沼市長磯前林55-1  たつ美容室 0226-27-2350  

 宮城県 988-0382 気仙沼市本吉町津谷明戸121-2  サカエ 0226-42-3010  

 宮城県 986-0043 石巻市鹿妻北3-2-5  ビューティサロン しらはた 0225-96-7498  

 宮城県 986-0806 石巻市開北3-1-1  ビューティサロン シラサキ 0225-96-0842  
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 宮城県 986-0814 石巻市南中里3-4-15  藍美容室 0225-93-6116  

 宮城県 986-0824 石巻市立町1-3-10  美容 まつのや 0225-22-4307  

 宮城県 986-2114 石巻市塩富町2-1-6  ビューティーサロン ふさ 0225-97-2953  

 宮城県 986-2251 牡鹿郡女川町旭が丘1-10-6  サロン・ド・スズキ 0225-54-4581  

 宮城県 987-0002 遠田郡美里町字藤ヶ崎町131-2  Branch 0229-33-3711  

 宮城県 989-5301 栗原市栗駒岩ヶ崎八日町2  トータルビューティ パリス 0228-45-5255  

 宮城県 989-5506 栗原市若柳字大林堰合92  サロン・ド・チャーム 0228-32-7171  

 宮城県 989-6116 大崎市古川李埣2-7-41  安部美容院 0229-22-0826  

 宮城県 989-6173 大崎市古川浦町4-16  EVE ヘアメイク＆スパ 0229-22-2255  

 宮城県 985-0073 塩釜市みのが丘13-18  ビューティサロン アート 022-365-0107  

 宮城県 985-0842 多賀城市桜木1-2-18  (有)こまくさ美容室 022-367-3511  

 宮城県 985-0854 多賀城市新田字後1-5  華HANA 美容室 022-368-4274  

 宮城県 981-3304 黒川郡富谷町ひより台1-23-20  ヘアースタジオ M’s 022-358-8008  

 宮城県 981-3621 黒川郡大和町吉岡字上町63-1  パーマハウス 髪ふうせん 022-344-2150  

 宮城県 983-0031 仙台市宮城野区小鶴1-11-10  美容室 侑桂理 022-251-4057  

 宮城県 983-0833 仙台市宮城野区東仙台5-24-22  岩倉ヒロシの店 BRUTUS 022-291-0830  

 宮城県 983-0841 仙台市宮城野区原町3-2-37  ビューティサロン マーチ 022-295-1753  

 宮城県 981-3135 仙台市泉区八乙女中央4-6-24 サンビレッジ1F  サローネ・クアリタ 022-218-1953  

 宮城県 981-0902 仙台市青葉区北根3-19-39  ニューローズ 022-728-2602  

 宮城県 981-1104 仙台市太白区中田1-8-20  三 愛 022-241-6650  

 宮城県 982-0801 仙台市太白区八木山本町1-14-12  トータルビューティ 221 022-228-9210  

 宮城県 982-0835 仙台市太白区桜木町20-20  (有)くろす美容室 022-229-0489  

 宮城県 981-1505 角田市角田字中島上157-6  カトレア美容室 0224-63-2562  

 宮城県 981-1534 角田市坂津田字中の町90  美容 寺島 0224-69-2631  

 宮城県 989-1201 柴田郡大河原町大谷字町向116-41  (有)あがつま美容院 0224-52-2208  

 宮城県 989-1246 柴田郡大河原町字新東23-14  ビューティサロン RIEKO 0224-53-2122  

 宮城県 989-1604 柴田郡柴田町船岡東2-16-5  アリガ美容室 0224-55-5301  

 宮城県 989-0821 刈田郡蔵王町大字円田字河原道上2-2  みしまミエコ美容室 0224-33-2161  

 宮城県 989-0244 白石市上久保8-10  ビューティサロン メモリー 0224-25-5273  

 宮城県 989-0276 白石市大手町3-3  ざおう美容室 0224-25-4830  

 福島県 960-8003 福島市森合字戸ノ内23  ビューティサロン ハルエ 024-557-2832  

 福島県 960-8124 福島市小倉寺鍛冶屋4-6  ビューティサロン テン・アンツ 024-523-0630  

 福島県 960-8134 福島市上浜町3-18  (有)ニシムラ 024-533-7734  

 福島県 964-0992 二本松市平石3-242-1  美容室 Ｒ 0243-23-0288  

 福島県 960-8251 福島市北沢又字下釜北6-10  ビューティサロン ひまわり 024-559-0943  

 福島県 960-0502 伊達市箱崎字原39-4  サロン・ド・ポップ 024-583-2814  

 福島県 975-0008 南相馬市原町区本町2-111  ビューティサロン アカシヤ 0244-23-4020  

 福島県 975-0061 南相馬市原町区大木戸松島335-2  ヘアースタジオ カルム 0244-26-0884  

 福島県 963-4312 田村市船引町船引字反田44-1  ひまわり美容院 0247-82-1254  

 福島県 969-1131 本宮市本宮字南町裡109-19  本間美容室 0243-33-3215  

 福島県 969-1134 本宮市本宮字上町39  美容室 やなぎや 0243-33-2817  

 福島県 963-0101 郡山市安積町日出山一本松46-2  ひまわり美容室 024-956-5030  

 福島県 963-8002 郡山市駅前1-6-2  クイーン美容室 024-923-0322  

 福島県 963-8833 郡山市香久池1-3-17  KATAOKA 024-934-7722  

 福島県 969-3301 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1835  セ・ボン 0242-73-3581  

 福島県 965-0823 会津若松市建福寺前2-50  ヘア&フェイスサロン 裕 0242-26-3246  

 福島県 969-4406 耶麻郡西会津町野沢字上原乙2463  美容室 ミエ 0241-45-2670  

 福島県 969-7511 大沼郡三島町大字宮下字宮下272  香都美容室 0241-52-3231  
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 福島県 962-0007 須賀川市下宿町282  ペルマサロン 小林美容室 0248-75-4435  

 福島県 962-0052 須賀川市西川字山寺16-3  ヘアー＆ネイル ヌーヴェル 0248-76-1872  

 福島県 962-0402 須賀川市仁井田字南町50-6  美容 ネモト 0248-78-2566  

 福島県 962-0839 須賀川市大町414  ビューティサロン ヨシエ 0248-75-2962  

 福島県 962-0841 須賀川市上北町119  ビューティサロン ドルチェ 0248-75-4907  

 福島県 962-0844 須賀川市東町4  伊東美容室 0248-73-2611  

 福島県 962-0851 須賀川市中宿31  アート・トミー 0248-73-3878  

 福島県 962-0856 須賀川市北町104  ユリ美容室 0248-73-3818  

 福島県 969-0401 岩瀬郡鏡石町不時沼323  ビューティーサロン とらや 0248-62-2005  

 福島県 963-6312 石川郡玉川村小高68-1  ヘアーミント 0247-57-2203  

 福島県 963-7851 石川郡石川町新町58-1  アリガ美容院 0247-26-2822  

 福島県 963-7853 石川郡石川町大室539-2  泉美容室 0247-26-3770  

 福島県 963-7857 石川郡石川町字当町123-1  ユキ美容室 0247-26-3123  

 福島県 963-7857 石川郡石川町字当町52-2  緑川美容室 0247-26-1075  

 福島県 963-7858 石川郡石川町下泉6  マルミ美容院 0247-26-2785  

 福島県 963-7859 石川郡石川町南町84  あい美容室 0247-26-6887  

 福島県 963-8202 石川郡平田村大字上蓬田字下槍7  岡田美容室 0247-55-2145  

 福島県 963-8304 石川郡古殿町松川字大原123-3  カツミ美容室 0247-53-2610  

 福島県 961-0303 白河市東釡子字九舛地93-3  美容室 ゆ み 0248-34-2245  

 福島県 961-0903 白河市年貢町14  長田理美容院 0248-23-3292  

 福島県 961-0912 白河市旭町2-121-2  メイクスモア美容室 0248-24-0141  

 福島県 961-0982 白河市南真舟20-5  ゆりか美容室 0248-23-4396  

 福島県 963-6100 東白川郡棚倉町古町78  美容室 シャンソン 0247-33-3357  

 福島県 963-6103 東白川郡棚倉町大字逆川字前山77-2  美容室 キャルフール 0247-33-4800  

 福島県 974-8212 いわき市東田町1-18-6  小桧山美容室 0246-63-3923  

 群馬県 374-0123 邑楽郡板倉町飯野1799-2  ミツコ美容室 0276-82-2351  

 群馬県 370-0725 邑楽郡千代田町上中森594-1  美容室 髪風船 0276-86-3491  

 群馬県 373-0025 太田市熊野町19-21  チェリー美容室 0276-25-1727  

 群馬県 373-0808 太田市石原町460-3  裕美容室 0276-45-6834  

 群馬県 376-0006 桐生市新宿1-9-28  (株)ルリ美容室 0277-47-0553  

 群馬県 376-0027 桐生市元宿町9-19  (有)オオシマおおしま美容室 0277-47-0222  

 群馬県 376-0031 桐生市本町3-2-14  富士美容院 0277-43-3227  

 群馬県 376-0102 みどり市大間々町桐原982-4  ヘアー＆メイク リプル 0277-73-5917  

 群馬県 378-0035 沼田市井土上町671  ビューティサロン サラサ 0278-23-2930  

 群馬県 377-0423 吾妻郡中之条町大字伊勢町950  ビューティーサロン フカイ 0279-75-2341  

 群馬県 377-0423 吾妻郡中之条町伊勢町209-9  美容室 サンドベージュ 0279-75-9188  

 群馬県 377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町1113-6  hair salon machida 0279-68-2680  

 群馬県 377-0003 渋川市八木原1153-3  シーマ 0279-24-0874  

 群馬県 377-0008 渋川市渋川1934-28  (有)アイ美容室 0279-23-9331  

 群馬県 377-0102 渋川市伊香保町伊香保403-89  リカ美容室 0279-72-3140  

 群馬県 377-0205 渋川市北牧1088-5  柴崎サロン 0279-53-3136  

 群馬県 370-3602 北群馬郡吉岡町大久保1561-1  アルプァーヘアー サブリーナ 0279-30-6007  

 群馬県 370-3608 北群馬郡吉岡町下野田621-2  吉岡 ビューティサロン 0279-54-3347  

 群馬県 371-0035 前橋市岩神町4-23-9  小林とし子美容室 027-232-6960  

 群馬県 371-0037 前橋市上小出町2-3-5  サロン・ド・じつ 027-232-7755  

 群馬県 371-0223 前橋市大胡町58-2  レディーＭ美容室 027-283-6504  

 群馬県 371-0805 前橋市南町3-53-1  Ｍ Ｓalon 027-221-2504  

 群馬県 379-2147 前橋市亀里町1297-6  美容室 Bikke 027-265-6510  
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 群馬県 370-0124 伊勢崎市境237  (有)ニュー日の出美容室 0270-74-5578  

 群馬県 370-0124 伊勢崎市境754-13  (株)HB ヘアーベル カナイ 0270-74-0882  

 群馬県 372-0038 伊勢崎市新栄町2216-6  Calso:ral 大島 0270-25-5655  

 群馬県 372-0822 伊勢崎市中町419  佐々木美容室 0270-24-5639  

 群馬県 370-0046 高崎市江木町275-1F  ファクトリーヘアー 027-330-5452  

 群馬県 370-0069 高崎市飯塚町1202-5  アイ美容室 027-361-5309  

 群馬県 370-0813 高崎市本町57  ヴォーグ美容室 027-325-0216  

 群馬県 370-0862 高崎市片岡町2-7-1  トータルビューティーサロン 童夢 027-323-6077  

 群馬県 370-0884 高崎市八幡町470-9  エイト美容室 027-343-0262  

 群馬県 370-1201 高崎市倉賀野町957-1  MINE DRESS HAIR 027-346-7163  

 群馬県 370-1301 高崎市新町2679  野口美容院 0274-42-0147  

 群馬県 370-3105 高崎市箕郷町西明屋292  カナヤ美容室 027-371-3140  

 群馬県 375-0002 藤岡市立石1402  ビューティサロン ジュン 0274-42-7016  

 群馬県 370-2316 富岡市富岡155-5  砂原美容室 0274-62-0682  

 群馬県 370-2452 富岡市一ノ宮369-10  ビューティサロン 北川 0274-63-4021  

 群馬県 370-2455 富岡市神農原66  久美子のパーマ屋 0274-64-0874  

 群馬県 379-0116 安中市安中3-11-30  Michi hair ×make 027-381-2596  

 群馬県 379-0128 安中市東上磯部1682-2  ヘア・ポート・ROMI 027-385-3914  

 栃木県 324-0501 那須郡那珂川町小川2758  ビューティサロン リリー 0287-96-3816  

 栃木県 324-0501 那須郡那珂川町小川2697-2  ヤング美容室 0287-96-2739  

 栃木県 321-1261 日光市今市400  カット シン美容室 0288-21-0593  

 栃木県 329-1412 さくら市喜連川3874-1  ハラ美容室 028-686-6522  

 栃木県 320-0057 宇都宮市中戸祭1-8-15  ＪＵＮＥＳ・ＡＲ (有)ジュネス 028-624-0662  

 栃木県 320-0851 宇都宮市鶴田町2153-41  ビューティサロン 高山ユワの店 028-648-0398  

 栃木県 321-0954 宇都宮市元今泉3-20-16大光ビルＦ  美容室 プラナ 028-634-2208  

 栃木県 321-4306 真岡市台町4148  すみれ美容室 0285-82-7402  

 栃木県 329-0412 下野市柴1432-80  コスモス美容室 0285-40-7311  

 栃木県 323-0807 小山市城東1-7-23  ヘアーテクノ 0285-22-2233  

 栃木県 328-0072 栃木市嘉右衛門町3-15  (有)久保美容室 0282-24-7753  

 栃木県 328-0075 栃木市箱森町12-3  (有)ノーブル美容室 0282-22-6215  

 栃木県 328-0123 栃木市川原田町1650-56  ラ・スール美容室 0282-22-6336  

 栃木県 321-0228 下都賀郡壬生町大師町39-13  よど川 0282-82-0255  

 栃木県 327-0508 佐野市鉢木町17-39  アキコ美容室 0283-86-2587  

 栃木県 326-0823 足利市朝倉町3-8-7  HAIR&MAKE ピエロ 0284-71-1445  

 栃木県 326-0826 足利市借宿町550-4  ヘアーロード ヒルカワ 0284-71-2851  

 栃木県 329-4217 足利市駒場町745-1  (有)キミ美容室 0284-91-0714  

 茨城県 319-1559 北茨城市中郷町上桜井2872  シオンメリッサ美容室 0293-42-0831  

 茨城県 319-1704 北茨城市大津町北町1-2-1  ビューティショップ あいあん 0293-46-3327  

 茨城県 316-0003 日立市多賀町1-11-19  若草美容室 0294-33-3696  

 茨城県 316-0013 日立市千石町2-5-9  (株)ウーマン 0294-34-5429  

 茨城県 316-0013 日立市千石町2-9-3  ル リ 0294-33-0271  

 茨城県 317-0072 日立市弁天町1-21-6  (有)オパール 0294-21-3368  

 茨城県 311-1102 那珂郡東海村石神内宿2453-106  ビューティーサロン モナリザ 029-283-0481  

 茨城県 319-1111 那珂郡東海村舟石川579-45  フレール美容室 029-282-7255  

 茨城県 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町232  ビューティサロン エミール 029-267-2277  

 茨城県 311-1307 東茨城郡大洗町桜道257  ヘア&フェイス 美容室 Ｋ＆Ｋ 029-266-2908  

 茨城県 311-1517 鉾田市鉾田2531-5  すみれ美容室 0291-32-2726  

 茨城県 311-2201 鹿嶋市大小志﨑678-3  フクダ美容室 0299-69-1267  
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 茨城県 311-2215 鹿嶋市和686-1  やまもと美容室 0299-69-3922  

 茨城県 314-0031 鹿嶋市宮中4868-9  ミコ美容室 0299-84-2882  

 茨城県 314-0112 神栖市知手中央10-5-8  池 田 0299-96-5357  

 茨城県 314-0144 神栖市大野原2-18-16  サロン・ド・ボーテ ミューティス 0299-93-2647  

 茨城県 311-2424 潮来市潮来1086-12  内 堀 0299-63-2118  

 茨城県 311-2424 潮来市潮来448-5  美容室 ＷＩＴ 0299-62-3300  

 茨城県 311-2446 潮来市須賀南3114-2  カットスタジオ エヌズワン 0299-67-1007  

 茨城県 319-0102 小美玉市西郷地1346-7  ビューティサロン コイズミ 0299-48-1900  

 茨城県 319-0106 小美玉市堅倉1030-1  花枝美容室 0299-48-0379  

 茨城県 310-0032 水戸市元山町1-6-30  シザーハンズ 029-227-7518  

 茨城県 310-0803 水戸市城南1-7-13  美容室 ウーマン・ピュア 029-231-2678  

 茨城県 310-0912 水戸市見川5-156-9  ロキシークラブ 029-254-0865  

 茨城県 310-0912 水戸市見川5-127-19  美容室 花 029-252-1010  

 茨城県 309-1611 笠間市笠間1486  かみなりもん 0296-72-1097  

 茨城県 315-0014 石岡市国府2-2-17  光 0299-23-5634  

 茨城県 315-0014 石岡市国府2-2-8  仲 田 0299-22-2667  

 茨城県 315-0031 石岡市東大橋2039-1  anthos アントス 0299-56-4575  

 茨城県 300-4541 筑西市松原2427-1  (有)コスメティック・ケルン 0296-52-5428  

 茨城県 309-1127 筑西市桑山2077-5  CUT PARK STUDIO 0296-57-5718  

 茨城県 307-0001 結城市結城100(株)かすが  春日美容室 0296-33-1545  

 茨城県 306-0013 古河市東本町2-2-8  可 憐 0280-32-7024  

 茨城県 306-0022 古河市横山町1-13-15  (有)ビューティ オカモト 0280-22-2398  

 茨城県 306-0231 古河市小堤1951-45  ビューティサロン マーガレット 0280-98-3978  

 茨城県 306-0234 古河市上辺見1202-1  おちあい 0280-31-8056  

 茨城県 302-0632 坂東市辺田1517グリーンショッピングセンターマルエツ2F  Hair SPARK 0297-47-5515  

 茨城県 300-2742 常総市向石下899-30  Hair Factory IIDA 0297-42-8220  

 茨城県 305-0024 つくば市倉掛砂835-1  Ｋ ジェットガール 029-851-3623  

 茨城県 300-0033 土浦市川口1-9-11プラウドビル  ノア ishizuka 029-824-1050  

 茨城県 300-0033 土浦市川口1-1-16  ビューティー堤 プリンセス オーシャン 029-821-5101  

 茨城県 300-1236 牛久市田宮町294  ABC美容室 029-872-0256  

 茨城県 302-0005 取手市東6-37-7只石ビル1Ｆ  美容室 かおる 取手店 0297-74-2483  

 埼玉県 369-0305 児玉郡上里町神保原町793-7  ビューティーサロン くりた 上里店 0495-33-1480  

 埼玉県 369-0306 児玉郡上里町七本木179  ビューティサロン しば 0495-33-6271  

 埼玉県 367-0022 本庄市日の出2-4-50  ビューティサロン シルク 0495-21-9438  

 埼玉県 367-0047 本庄市前原1-5-24  (有)マツド 0495-22-2381  

 埼玉県 367-0047 本庄市前原1-5-24  マツド美容室 0495-22-2381  

 埼玉県 369-1246 深谷市小前田1545-1  ビューティーサロン ＋α103 048-584-4830  

 埼玉県 366-0033 深谷市国済寺336-7  (有)アコ ビューティサロン 048-575-4180  

 埼玉県 366-0814 深谷市大谷1075-1  ビューティサロン ホワイトハウス 048-571-3778  

 埼玉県 366-0824 深谷市西島町1-6-32  千 代 048-572-5254  

 埼玉県 360-0043 熊谷市星川1-28  (有)星 川 048-521-0685  

 埼玉県 360-0112 熊谷市樋春1972-1  リズム 048-536-7476  

 埼玉県 369-0112 鴻巣市鎌塚2-1-12  三ツ星 048-548-2062  

 埼玉県 347-0015 加須市南大桑2170-5  ミドリ美容室 0480-65-6971  

 埼玉県 349-1134 加須市北下新井790-4  志乃美容室 0480-72-3309  

 埼玉県 340-0203 久喜市桜田3-9-5  の ん 0480-58-3188  

 埼玉県 345-0036 北葛飾郡杉戸町杉戸2822-22  三 喜 0480-34-0576  

 埼玉県 362-0001 上尾市上1273-2  トキ美容室 048-771-6458  
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 埼玉県 331-0802 さいたま市北区本郷町1091-2  いいづか 048-664-1782  

 埼玉県 331-0812 さいたま市北区宮原町2-1-8  hair make salon KAORI美容室 048-666-5794  

 埼玉県 331-0814 さいたま市北区東大成町2-214クレセントビル  (株)清 水 048-664-8806  

 埼玉県 336-0936 さいたま市緑区太田窪1-9-4  マミー美容室 048-882-5445  

 埼玉県 337-0016 さいたま市見沼区東門前31-11  ヘア・ドゥ・エレガンス 048-685-1296  

 埼玉県 337-0016 さいたま市見沼区東門前56  美容室 アルファ 048-684-2907  

 埼玉県 330-0804 さいたま市大宮区堀の内町3-173-9  (有)美容の森ミエ 048-641-4428  

 埼玉県 330-0804 さいたま市大宮区堀の内町2-592-11  ビューティサロン ぴゅあ 048-685-3115  

 埼玉県 330-0855 さいたま市大宮区上小町231  (有)佳奈枝 美容室 ZOOM 048-631-0631  

 埼玉県 330-0856 さいたま市大宮区三橋1-581  なみき美容室 048-663-1035  

 埼玉県 330-0856 さいたま市大宮区三橋1-3 神田マンション  モード・サロン ぴりか 048-652-3738  

 埼玉県 343-0015 越谷市花田2-30-7  ゆかり美容室 048-963-0395  

 埼玉県 341-0008 三郷市駒形344-1  れい美容室 0489-53-0628  

 埼玉県 341-0035 三郷市鷹野1-202 エクセレントステージ1F  エミュー スズキ 048-955-2984  

 埼玉県 341-0037 三郷市高州2-394-2  サロン・ド・ヤエ 0489-55-0808  

 埼玉県 334-0063 川口市東本郷1512-1  カットサロン 春 048-285-4706  

 埼玉県 333-0866 川口市芝6990-1-102  サロンド せつこ美容室 048-267-7959  

 埼玉県 335-0016 戸田市下前2-13-6  美容室 NAGASHIMA 048-441-3808  

 埼玉県 335-0034 戸田市笹目2-17-10  絹 048-421-7472  

 埼玉県 354-0041 入間郡三芳町藤久保3849-12  紫 049-258-7794  

 埼玉県 356-0043 ふじみ野市緑ヶ丘1-4-14  (有)さくら総合ビューティ・グローリ 049-261-6766  

 埼玉県 350-1334 狭山市狭山23-2  美容室 菊 042-952-2904  

 埼玉県 358-0053 入間市仏子1609-5  美容室 MISAHO 04-2932-0738  

 埼玉県 350-2203 鶴ヶ島市上広谷18-29 長峰ビル2F  美容室 ル ネ 049-271-4560  

 埼玉県 350-0215 坂戸市関間4-3-56  アシュール 南 049-289-7225  

 埼玉県 357-0038 飯能市仲町12-2  サカヰ美容室 0429-72-6537  

 東京都 120-0005 足立区綾瀬1-34-7  ビューティサロン ジョイ 03-3838-3829  

 東京都 120-0023 足立区千住曙町41-2-108  モアリズムヘアー 03-3888-8072  

 東京都 120-0034 足立区千住3-70  Hair works 花椿 03-3870-0775  

 東京都 120-0034 足立区千住2-34  美容室 Gimick 03-3870-5274  

 東京都 121-0816 足立区梅島2-18-6  美容室 テルミー 03-3886-4811  

 東京都 124-0023 葛飾区東新小岩3-7-4  中美容室 03-3697-1303  

 東京都 125-0041 葛飾区東金町3-19-4  カット・スパーク 03-3627-8585  

 東京都 125-0052 葛飾区柴又4-36-10 レジデンスSATO1F  soLution 03-3658-5487  

 東京都 125-0052 葛飾区柴又1-13-6  サロンド さなだ 03-3609-8881  

 東京都 125-0061 葛飾区亀有2-26-13  トミー美容室 03-3690-4952  

 東京都 132-0023 江戸川区西一之江3-39-30  ヘアーメイク JJ 03-3652-2275  

 東京都 132-0025 江戸川区松江3-17-6  ビューティ 桂 03-3652-3106  

 東京都 132-0032 江戸川区西小松川町35-3  ビューティーサロン よしえ 03-3651-1527  

 東京都 135-0004 江東区森下2-6-1-102 メゾネット小林  小林美容室 03-3631-2068  

 東京都 135-0007 江東区新大橋3-4-8  美容室 MaKe裕 03-3631-4580  

 東京都 135-0016 江東区東陽5-19-12  サンデス ビューティサロン 03-3645-9842  

 東京都 135-0033 江東区深川2-19-1  ロダン美容室 03-3641-5579  

 東京都 135-0034 江東区永代1-3-6  さかい美容室 03-3641-9463  

 東京都 136-0071 江東区亀戸3-60-18  カトリ美容室 03-3684-0808  

 東京都 136-0071 江東区亀戸6-57-16  ヘア・アメニティースペース アイリ 03-3683-2841  

 東京都 136-0072 江東区大島4-13-8  (有)カールピア・モリモト 03-3683-3809  

 東京都 136-0072 江東区大島6-9-15 朝鳥ビル1F  ヘアメークモリモト 大島店 03-5609-5077  

全日本美容講師会[TMサロン] 

2016年4月現在 

http://www.biyo.or.jp/tm/index.html


都道府県 〒 住所 サロン名 TEL 

 東京都 136-0074 江東区東砂7-5-3  グレート美容室 03-3640-9649  

 東京都 136-0074 江東区東砂3-1-14  さぶまりん美容室 03-3648-0869  

 東京都 136-0076 江東区南砂4-16-13  ファミリーサロン マミ 03-3645-8025  

 東京都 136-0076 江東区南砂6-8-1 M-Fort 1F  美容室 エムアンドケー 03-5690-6997  

 東京都 131-0041 墨田区八広2-16-11  カットスタジオ TOPKNOT 03-3611-8898  

 東京都 110-0004 台東区下谷3-18-4-201  サンクリスタル美容室 03-3875-6488  

 東京都 110-0005 台東区上野1-18-9 黒門平成ビル1F  hair make MIKI 03-3834-0007  

 東京都 116-0011 荒川区西尾久6-2-5  ヘアメイクギャラリー ＭＲ 03-3819-3565  

 東京都 112-0012 文京区大塚3-7-7  サロンド リリー 03-3941-9112  

 東京都 113-0021 文京区本駒込6-24-2  グレース 駒込店 03-5976-5313  

 東京都 113-0021 文京区本駒込2-19-1  シルビア美容室 03-3945-9135  

 東京都 113-0022 文京区千駄木3-42-4  美容室 クローバー 03-3827-3922  

 東京都 113-0034 文京区湯島4-11-16-604  (株)アライ 03-3815-1393  

 東京都 114-0001 北区東十条4-6-22  ＡＮＱ 03-5959-4404  

 東京都 114-0001 北区東十条3-15-3  リュミエール とも 03-3919-1863  

 東京都 114-0003 北区豊島4-1-16  (株)グレイス 03-3912-9603  

 東京都 114-0032 北区中十条2-13-4  ビューティーサロン カンナ 03-3908-8580  

 東京都 116-0013 荒川区西日暮里2-22-3  
ステーションプラザタワーアネックスウエスト1F  (株)グレース 03-5615-2277  

 東京都 171-0044 豊島区千早2-40-1  バレッタ美容室 03-3959-0733  

 東京都 173-0001 板橋区本町13-7  あい美容室 03-3962-2211  

 東京都 173-0027 板橋区南町30-4  (有)チェリー 03-3955-2543  

 東京都 173-0037 板橋区小茂根1-16-8-101  ロレアルサロン ビューティモード 03-3974-2348  

 東京都 174-0056 板橋区志村1-13-15-1F  サロン ドゥ クープ 03-3960-9039  

 東京都 175-0092 板橋区赤塚1-3-12  カネダ美容室 03-3939-4252  

 東京都 176-0004 練馬区小竹町1-74-3  美容室 ポッシュルーム 03-3974-9677  

 東京都 178-0062 練馬区大泉町3-33-22  (有)コンツェルン勝沼 03-3923-2620  

 東京都 166-0013 杉並区堀ノ内3-28-22  美容室 WAKO 03-3313-4100  

 東京都 168-0065 杉並区浜田山3-1-17  (有)サロンド・ユーウ 03-3304-7268  

 東京都 168-0071 杉並区高井戸西1-12-1  浴風会第三南陽園内美容室 03-3334-2189  

 東京都 168-0082 杉並区久我山4-1-9  細井宏武グッドカンパニー 03-3334-7814  

 東京都 165-0026 中野区新井1-15-12 サニービル1F  ヘアースタジオ ヒラソル 03-3386-2071  

 東京都 160-0021 新宿区歌舞伎町2-42-5  真野美容専門学校 03-3209-3811  

 東京都 169-0073 新宿区百人町2-6-7 大竹ビル103  DE・CELLIER 03-3371-9941  

 東京都 169-0073 新宿区百人町2-16-5  美容工房 会里佳 03-3364-3067  

 東京都 162-0833 新宿区箪笥町34 日交ビル1F  HairMake Primavera 神楽坂 03-5225-1337  

 東京都 150-0011 渋谷区東1-26-30  ネオリーブ 7 03-5725-9679  

 東京都 150-0012 渋谷区広尾5-19-6  みどりや美容室 03-3473-2548  

 東京都 151-0071 渋谷区本町5-14-14  ビューティサロン ちゃーむ 03-3378-1455  

 東京都 103-0013 中央区日本橋人形町1-19-3 2F  (有)ウーマンファクトリー 03-3669-0080  

 東京都 103-0013 中央区日本橋人形町2-3-2 玉英堂ビル3Ｆ  キーポイント美容室 03-5641-7339  

 東京都 103-0013 中央区日本橋人形町2-10-9  井上美容室 03-3667-8056  

 東京都 104-0033 中央区新川1-18-11  (株)ビューティトップ ヤマノ 03-6834-2488  

 東京都 104-0033 中央区新川1-18-11  Ｃ＆ＣＩヤマノ(株) 03-3561-1358  

 東京都 104-0061 中央区勝どき2-18-1-1415  エクセモ 03-5546-3778  

 東京都 106-6190 港区六本木6-4-1六本木ヒルズ ハリウッドビューティプラザ3F  ハリウッド メイス ガーデン スパ 03-3408-1613  

 東京都 107-0052 港区赤坂9-5-20 FAME福島ビル  ヘアーブティック FAME 03-3403-2771  

 東京都 107-0061 港区北青山2-7-24 有磯ビル2F  e cru エクリュ 03-5414-3664  

 東京都 108-0074 港区高輪3-10-28  美容室 エステインターナショナル 03-3445-4010  
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 東京都 142-0053 品川区中延4-4-5 アランシオーネ1F  カットハウス マーチ 03-3788-4488  

 東京都 142-0064 品川区旗の台5-7-8-2F  美容室 マーチ 03-3787-9710  

 東京都 143-0016 大田区大森北1-23-16 tyビル1F  hairmake A．Qusis K 03-3761-8363  

 東京都 143-0024 大田区中央4-30-4  (株)グランレーブ 03-3778-3132  

 東京都 144-0043 大田区羽田4-19-9  ビューティサロン いだて 03-3742-8610  

 東京都 144-0046 大田区東六郷2-13-9  Hair Paradaise I+9 03-3737-7287  

 東京都 144-0052 大田区蒲田3-8-8  根本美容室 03-3731-6665  

 東京都 145-0072 大田区田園調布本町29-2 ウエル田園調布101  SHIGE 03-3722-2092  

 東京都 146-0093 大田区矢口1-11-6  リツ美容室 03-3758-3330  

 東京都 152-0011 目黒区原町1-9-9 Mビル2F  ライブカット・ムトー美容室 03-3716-1508  

 東京都 152-0012 目黒区洗足2-25-13  GEORGE HAIR 03-3784-0866  

 東京都 152-0035 目黒区自由ヶ丘1-8-2 サウスゲートビル2F  山崎裕俊美容室 自由が丘店 03-3725-3353  

 東京都 154-0004 世田谷区太子堂2-16-5  AXIS 03-3419-2440  

 東京都 154-0004 世田谷区太子堂2-17-5 佐藤ビル2F  美容室 MAO 03-3487-7757  

 東京都 154-0012 世田谷区駒沢2-33-15  山崎裕俊美容室 03-3419-0236  

 東京都 155-0031 世田谷区北沢2-30-3-2F  美容室エイム・プラスワン 03-3469-8505  

 東京都 156-0052 世田谷区経堂2-3-1水野ビル2F  山崎裕俊美容室 経堂店 03-3427-3137  

 東京都 158-0094 世田谷区玉川3-7-1 川渕ビル2F  山崎裕俊美容室 二子玉川店 03-3700-4800  

 東京都 158-0094 世田谷区玉川3-10-11 APEX2F  美容室 ドゥヴルヴェ 03-3700-1716  

 東京都 182-0006 調布市西つつじヶ丘3-32-10  Vise’e つつじヶ丘 0424-83-8827  

 東京都 183-0052 府中市新町1-71-27  サロン・ド・ホサカ 0423-60-3581  

 東京都 181-0011 三鷹市井口1-13-36  サロンド みやび 0422-33-6522  

 東京都 202-0012 西東京市東町2-2-2  ドリーム美容室 042-422-3072  

 東京都 203-0012 東久留米市浅間町3-1-3  かおり美容室 0424-23-4987  

 東京都 204-0022 清瀬市松山1-17-11  カトレア美容室 0424-91-2641  

 東京都 189-0014 東村山市本町3-9-23  ビューティ フクダ 0423-91-5080  

 東京都 189-0026 東村山市多摩湖町1-17-7  美容室 TAMA 042-393-2303  

 東京都 207-0021 東大和市立野1-921-11  美容室 ボン 042-565-8500  

 東京都 187-0002 小平市花小金井6-40-10  美容室清水静子の店 0424-61-3406  

 東京都 187-0041 小平市美園町1-14-8  チバ美容室 0423-41-3870  

 東京都 187-0044 小平市喜平町1-11-6  ｅｉ美容室 042-322-7391  

 東京都 190-0001 立川市若葉町1-8-1  ビューティ 村上 0425-36-1154  

 東京都 190-0013 立川市富士見町1-31-20  ポニー美容室 042-521-0522  

 東京都 196-0025 昭島市朝日町1-11-6  girlette 042-542-3455  

 東京都 197-0003 福生市熊川1396  キヨシ美容室 0425-51-1144  

 東京都 193-0834 八王子市東浅川町756  ビューティー サキ 042-663-0139  

 東京都 193-0835 八王子市千人町2-19-20  スタイリッシュスペース リズ 0426-63-3161  

 東京都 206-0011 多摩市関戸5-27-4  なかの美容室 042-375-8171  

 東京都 194-0212 町田市小山町1005-15  ヘアーステージ ぐれーす 042-797-5176  

 千葉県 289-2511 旭市イ字細田1742-1  サロンド ANNA 0479-62-0595  

 千葉県 289-1514 山武市松尾町松尾61-3  ヘアモードサロン ひかり 0479-86-3121  

 千葉県 289-1625 山武郡芝山町新井田5004  エイム美容室 0479-77-0806  

 千葉県 289-1732 山武郡横芝光町横芝1368-5  華美容室 0479-82-3413  

 千葉県 283-0116 山武郡九十九里町西野1790  サロン・ド・ラ・メール 0475-76-8852  

 千葉県 299-3201 大網白里市北今泉3514  ビューティサロン イノウエ 0475-77-5213  

 千葉県 299-3223 大網白里市南横川3033-87  ビューティサロン 松本 0475-73-0686  

 千葉県 285-0025 佐倉市鏑木町492  東條美容室 043-484-0622  

 千葉県 277-0023 柏市中央1-1-18  (有)パルティ 04-7166-7841  
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 千葉県 277-0871 柏市若柴164-4 KブローテA101  hair design Deux Lien 04-7199-8507  

 千葉県 277-0921 柏市大津ヶ丘1-56-10  カペリ・デ・アーテ 04-7193-1450  

 千葉県 270-0132 流山市駒木113  ヘアーサロン タカイチ 04-7152-0608  

 千葉県 271-0045 松戸市西馬橋相川町122  ビューティサロン 恩田裕子の店 047-343-6491  

 千葉県 271-0087 松戸市三矢小台1-2-12  ビューティサロン そ の 047-365-4343  

 千葉県 279-0002 浦安市北栄1-3-27-1F  HAIR ROOM 珠杏 047-713-1234  

 千葉県 273-0003 船橋市宮本2-10-5-1  REAL de Hair 047-423-3337  

 千葉県 273-0048 船橋市丸山5-45-3  ヘア・アンジェリーク 047-430-2212  

 千葉県 260-0041 千葉市中央区東千葉1-1-19  total beauty salon BIREI 043-256-9331  

 千葉県 260-0044 千葉市中央区松波2-9-1  hair&makeup link  043-304-5607  

 千葉県 260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町202  Cut Perm みなみ 043-261-2547  

 千葉県 261-0004 千葉市美浜区高洲3-14-3 園田ビル2F  エル・ドゥ・ヘア 043-278-0707  

 千葉県 262-0025 千葉市花見川区花園3-11-9  美容室 Active 043-273-5445  

 千葉県 264-0025 千葉市若葉区都賀3-5-8 ハイレーゼ1F  HAIR FINGS CHIE 043-231-6616  

 千葉県 266-0005 千葉市緑区誉田町2-24-230  美容室 YOUの店 043-291-0938  

 千葉県 292-0067 木更津市中央1-2-16  美容室 ブロンシュの森 0438-22-4335  

 千葉県 292-0805 木更津市大和2-2-4  相川美容室 0438-23-5769  

 千葉県 292-0831 木更津市富士見2-3-31  ビューティサロン かんだ 0438-22-6654  

 千葉県 299-2117 安房郡鋸南町勝山128-1  多加良美容室 0470-55-0238  

 千葉県 299-2403 南房総市富浦町原岡459  三浦美容室 0470-33-3279  

 千葉県 299-2847 鴨川市江見内遠野90-1  ビューティ 長谷川 04-7096-0138  

 神奈川県 210-0014 川崎市川崎区貝塚2-4-18  (有)河西美容院 044-233-3668  

 神奈川県 210-0804 川崎市川崎区藤崎2-1-2  美容室 シバタ 044-211-1505  

 神奈川県 210-0825 川崎市川崎区出来野8-18  ヘアケア・ナイン・ファイブ 044-288-4265  

 神奈川県 210-0834 川崎市川崎区大島3-16-9  ビーエス シャレット 044-222-8796  

 神奈川県 210-0837 川崎市川崎区渡田1-16-1  美容室翔美 044-344-0039  

 神奈川県 210-0838 川崎市川崎区境町3-1  エルヴェ 044-589-3178  

 神奈川県 210-0844 川崎市川崎区渡田新町2-6-13  TOKO 景山 044-344-1571  

 神奈川県 210-0847 川崎市川崎区浅田2-1-6 ケンシモンビル  アフロート・スタジオ 044-366-1777  

 神奈川県 212-0055 川崎市幸区南加瀬3-1-1-2Ｆ  あきら美容室 044-588-7017  

 神奈川県 212-0916 川崎市幸区南幸町2-9  すみれ美容室 044-522-0135  

 神奈川県 216-0033 川崎市宮前区宮崎2-8-2 中尾ビル2F  美容室 Ｖ 044-854-7733  

 神奈川県 214-0014 川崎市多摩区登戸2066 司ビル2Ｆ  ビューティサロン やまだ 044-911-9841  

 神奈川県 214-0023 川崎市多摩区長尾4-6-16  美容室 CUTBOX 杏里 044-911-9457  

 神奈川県 214-0037 川崎市多摩区西生田3-9-23  スズラン美容室 044-966-3448  

 神奈川県 214-0037 川崎市多摩区西生田2-2-3  ベルサロン枝光 044-955-7234  

 神奈川県 215-0011 川崎市麻生区百合ヶ丘2-2-13  ロン美容室 044-966-4548  

 神奈川県 251-0021 川崎市麻生区上麻生6-32-7  美容室 柿生の家 044-988-8020  

 神奈川県 226-0006 横浜市緑区白山2-3-11 カサベルテ横浜103  サロンド・クレール 045-931-7966  

 神奈川県 226-0022 横浜市緑区青砥町837-2  アオト美容室 045-933-3160  

 神奈川県 226-0027 横浜市緑区長津田6-1-3  美容室 CLASSY 045-981-0100  

 神奈川県 241-0034 横浜市旭区今宿南町1966 ベルハイツ102  サロン・ド・ボーテ ひまわり 045-953-2093  

 神奈川県 241-0814 横浜市旭区中沢3-2-5  ミモザ美容室 045-362-0868  

 神奈川県 224-0021 横浜市都筑区北山田町6-38-2  アトリエ・ゆき美容室 045-592-5525  

 神奈川県 222-0012 横浜市港北区富士塚町1-19-17  コンニャクヤ美容院 045-423-8628  

 神奈川県 222-0026 横浜市港北区篠原町1270 ヤマダハイツ1Ｆ ビビアーナ 045-402-2078  

 神奈川県 222-0026 横浜市港北区篠原町1169-1  ビューティ・トコ 045-433-6334  

 神奈川県 222-0026 横浜市港北区篠原町1103金港ビル2F  ビューティーサロン HATAYA 045-421-8458  
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 神奈川県 222-0034 横浜市港北区岸根6-1 ソシア21-Ｂ1  ビューティサロン・トベ 045-473-7021  

 神奈川県 223-0053 横浜市港北区綱島西2-11-2 パシフィックパレス201  es TRI・BE 045-642-7237  

 神奈川県 230-0012 横浜市鶴見区下末吉1-26-18  ANGELIQUE HAIR アンジェリーク ヘア 045-581-1423  

 神奈川県 230-0022 横浜市鶴見区市場東中町1-14  美容室 CORAL REEF 045-503-5828  

 神奈川県 221-0003 横浜市神奈川区大口仲町12-3  ビューティーサロン ヒロ 045-431-8129  

 神奈川県 221-0811 横浜市神奈川区斎藤分町36-18  グレース美容室 045-481-0081  

 神奈川県 221-0863 横浜市神奈川区羽沢町947-5-8-503  ブライダルデザイン レイル 045-383-0376  

 神奈川県 220-0072 横浜市西区浅間町1-4-4小泉ビル1F  美容室 マザウェール 045-290-5717  

 神奈川県 231-0058 横浜市中区弥生町1-1-1F  Hair and Make PASSO 045-253-8086  

 神奈川県 231-0058 横浜市中区弥生町4-36-2 横浜ハーベストビル4F NOB 横浜 ハーベスト 045-241-6722  

 神奈川県 231-0842 横浜市中区上野町2-75  キャスミン 045-621-3337  

 神奈川県 231-0861 横浜市中区元町2-95-2 SAWAIIビル3F ビューティバランス 045-662-8789  

 神奈川県 233-0013 横浜市港南区丸山台3-41-3  美結亭 こびん 045-845-4050  

 神奈川県 234-0055 横浜市港南区日野南5-48-3 ドミール中西ビル102  HairMake De Choix 045-895-0853  

 神奈川県 235-0021 横浜市磯子区岡村4-27-20  ユサ美容室 045-753-0696  

 神奈川県 236-0016 横浜市金沢区谷津町384  (有)ハーモニーフレンズ サロンド ラファ
ム 045-786-4544  

 神奈川県 236-0037 横浜市金沢区六浦東1-22-15  美容室 Ｍ’Ｓ 045-788-8641  

 神奈川県 236-0051 横浜市金沢区富岡東5-20-8 吉川ビル1F  (有)ステージ 美容室 M・STAGE 045-772-7575  

 神奈川県 236-0052 横浜市金沢区富岡西6-43-11  Ｌｉｂ 045-772-5592  

 神奈川県 236-0052 横浜市金沢区富岡西4-1-4  美容室 カンナ 045-773-4815  

 神奈川県 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3655  美容室 おしゃれどろぼう 045-864-1734  

 神奈川県 244-0802 横浜市戸塚区平戸2-7-1 2F  Hair Beauty New 1 045-824-3701  

 神奈川県 245-0016 横浜市泉区和泉町3511-9 相鉄いずみ中央ビル205号  美容室 ウェルカオリ 045-805-1166  

 神奈川県 237-0068 横須賀市追浜本町1-41  みどり美容室 046-865-3695  

 神奈川県 238-0014 横須賀市三春町5-81-1002  (有)サンノー美容室 046-823-2088  

 神奈川県 238-0014 横須賀市三春町6-86  りぼん美容室 046-853-7222  

 神奈川県 238-0017 横須賀市上町1-70  ベルジュサロン 京子 046-827-3020  

 神奈川県 239-0807 横須賀市根岸町2-4-1  チェリー美容室 046-834-7320  

 神奈川県 239-0814 横須賀市二葉町1-9-11  いづみ美容室 046-841-4137  

 神奈川県 239-0831 横須賀市久里浜4-15-12 アーバンハウス渡辺ビル2F  (有)ルヴォワール 046-834-4688  

 神奈川県 239-0831 横須賀市久里浜4-8-13  くみ美容室 046-834-9733  

 神奈川県 239-0835 横須賀市佐原1-5-12  美容室 ジェンヌ・タカミ 046-836-3385  

 神奈川県 238-0243 三浦市三崎1-10-3  ルックス美容室 046-881-3715  

 神奈川県 249-0006 逗子市逗子1-9-34  美容室 マベール 046-873-1976  

 神奈川県 248-0006 鎌倉市小町1-14-8  ビューティ マモル 0467-22-6007  

 神奈川県 251-0035 藤沢市片瀬海岸2-9-1  ミナミ美容室 0466-25-2897  

 神奈川県 251-0042 藤沢市辻堂新町1-2-23 プリメロ湘南2F  カットハウス Ｋ 0466-34-7768  

 神奈川県 252-1104 綾瀬市大上6-4-35  美容室 カトレア 0467-78-3202  

 神奈川県 242-0001 大和市下鶴間1614-21  美容室 もん・ぷち 046-276-6062  

 神奈川県 242-0024 大和市福田2-5-34  一百合美容室 046-269-4567  

 神奈川県 242-0024 大和市福田1-9-4 ライオンズマンション106  (有)シーウェーブスタイルクラブ 046-268-4119  

 神奈川県 252-0244 相模原市中央区田名4692  びゅうてぃ つくし 042-762-1904  

 神奈川県 252-0303 相模原市南区相模大野3-3 ボーノ相模大野1F  (有)エンジェル美容室 042-745-8393  

 神奈川県 243-0435 海老名市下今泉1-14-44 ファミリーパレスＫ1F  ビューティーパレス Ｍ＆Ｅ 046-234-7321  

 神奈川県 243-0031 厚木市戸室3-7-18  ヘアプロスパー 046-221-5568  

 神奈川県 243-0038 厚木市愛名1213-3  ラシーネ美容室 046-247-7592  

 神奈川県 243-0812 厚木市妻田北1-16-30  美容室 き よ 046-223-4388  

 神奈川県 243-0816 厚木市林1-12-3  ロフティー 046-222-9410  

全日本美容講師会[TMサロン] 

2016年4月現在 

http://www.biyo.or.jp/tm/index.html


都道府県 〒 住所 サロン名 TEL 

 神奈川県 243-0307 愛甲郡愛川町半原4109  ぼたん美容室 046-281-0370  

 神奈川県 253-0105 高座郡寒川町岡田1160  美容室 ｅｍｉ 0467-75-4720  

 神奈川県 254-0807 平塚市代官町5-10 湘南平塚スカイマンション102号  R un 0463-21-6603  

 神奈川県 259-0123 中郡二宮町二宮199  白ゆり美容室 0463-71-0867  

 神奈川県 259-0124 中郡二宮町山西183-9  HAIR DRESSING 風 0463-71-8766  

 神奈川県 259-0131 中郡二宮町中里2-11-24  サロン・ド・ゼロ 0463-72-5002  

 神奈川県 257-0033 秦野市室町4-1  美容室 ラ・スール 0463-82-4472  

 神奈川県 258-0112 足柄上郡山北町岸177-71  ビューティーサロン ナオミ 0465-75-2515  

 山梨県 401-0013 大月市大月1-7-19  イトウ理美容室 0554-23-3535  

 山梨県 402-0005 都留市四日市場64  美容室 ツチヤ 0554-45-0444  

 山梨県 402-0053 都留市上谷6-12-1 ミモザハイムB-101  カットハウス TWIN 0554-45-0976  

 山梨県 402-0053 都留市上谷1-3-4  パレット 0554-45-4048  

 山梨県 401-0501 南都留郡山中湖村山中983-60  ヘアーエステティック 寿蘭 0555-62-6117  

 山梨県 403-0005 富士吉田市上吉田6084  Hair Studio View 0555-23-1897  

 山梨県 403-0005 富士吉田市上吉田諏訪内5543-1  ビューティーサロン ノア 0555-23-4313  

 山梨県 403-0007 富士吉田市中曽根2-4-5  ポーラ美容室 0555-23-2271  

 山梨県 404-0042 甲州市塩山上於曾322  ビューティ・シマモト 0553-32-0414  

 山梨県 409-1316 甲州市勝沼町勝沼757-25  丸山美容室 0553-44-0623  

 山梨県 405-0018 山梨市上神内川1203  美容室 ウチダキャトルクラッセ 0553-22-0106  

 山梨県 406-0021 笛吹市石和町松本1409-22  綜合美容 クイン 055-263-2239  

 山梨県 406-0041 笛吹市石和町東高橋111-3  美容室 アトリエ・ペース 055-263-0853  

 山梨県 406-0801 笛吹市御坂町成田738-2  ヘアーベルメゾン 055-262-3445  

 山梨県 400-0007 甲府市美咲1-14-19  びゅうてい 橋本 055-252-1528  

 山梨県 400-0016 甲府市武田3-3-5  ヘアーサロン レルーチ 055-253-7331  

 山梨県 400-0025 甲府市朝日5-14-5  美容室 いのうえ 055-253-0253  

 山梨県 400-0026 甲府市塩部4-16-11  ビューティーサロン 松木 055-253-2608  

 山梨県 400-0027 甲府市富士見2-10-3  美容室 ジュノン 055-251-4436  

 山梨県 400-0031 甲府市丸の内1-13-3  hair dresser’s by Lady 055-232-2479  

 山梨県 400-0031 甲府市丸ノ内2-22-13  ビューティー ト ミ 055-222-4946  

 山梨県 400-0062 甲府市池田1-12-19  美容院 ブルーム 055-251-9017  

 山梨県 400-0074 甲府市千塚2-5-8 窪田ビル101  元結 とだ 055-253-3507  

 山梨県 400-0856 甲府市伊勢2-15-7  きく美容室 Advance 055-237-0381  

 山梨県 400-0867 甲府市青沼1-17-8  hair works f’s 055-233-3231  

 山梨県 400-0108 甲斐市宇津谷973  ヘアスタジオ ハッピーデイズ 0551-28-3561  

 山梨県 400-0117 甲斐市西八幡1864-1  美容室 アニー 055-276-6230  

 山梨県 400-0123 甲斐市島上条1661  チェリー美容室 055-277-2372  

 山梨県 400-0124 甲斐市中下条1689-12  ヘアーサロン Ｎ 055-277-1890  

 山梨県 400-0126 甲斐市大下条1071-3  creer beaute 手塚 055-277-2476  

 山梨県 408-0044 北杜市小淵沢町8125  とよ美容室 0551-36-5688  

 山梨県 400-0205 南アルプス市野牛島2439-2  美容室 しらかば 055-285-1614  

 山梨県 400-0305 南アルプス市十五所569-1  アトリエ・サワ 055-283-2522  

 山梨県 400-0307 南アルプス市下宮地499-1  美容室 MONI 055-283-0657  

 山梨県 400-0405 南アルプス市下宮地619-3  美容室 マルセ 055-282-4134  

 山梨県 400-0422 南アルプス市荊沢289  ビューティ ヨダ 055-282-1232  

 山梨県 409-3862 中巨摩郡昭和町上河東906  美容室KOTAKA 055-230-4433  

 山梨県 409-3843 中央市西花輪3430-6  FEEL 055-273-2953  

 山梨県 400-0501 南巨摩郡富士川町最勝寺1345  おしゃれギャラリー ネオ 0556-22-0593  

 山梨県 409-2936 南巨摩郡身延町常葉686  花形美粧院 0556-36-0604  
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 新潟県 958-0842 村上市大町2-6  ミクニ村上美容室 0254-52-2271  

 新潟県 957-0017 新発田市新富町2-4-11  たかお美容室 0254-24-6375  

 新潟県 957-0051 新発田市城北町2-7-4  venir Jolie 0254-26-8039  

 新潟県 957-0053 新発田市中央町3-6-2  (株)小松美容院 0254-22-2949  

 新潟県 957-0054 新発田市本町3-5-17  LIPPUL una 0254-23-6638  

 新潟県 957-0111 北蒲原郡聖籠町真野1398-3  ケイ美容室 0254-27-5551  

 新潟県 959-2015 阿賀野市北本町26-8  HairDesign ティアラ 0250-63-2645  

 新潟県 950-0056 新潟市東区古川町1-1  さやか美容室 025-271-7661  

 新潟県 950-0073 新潟市中央区日の出1-4-27  シェリー美容室 025-243-0849  

 新潟県 950-0122 新潟市江南区稲葉2-3-32  モード美容室 025-382-5590  

 新潟県 950-0163 新潟市江南区東船場2-1-34  ブランシェ 025-382-0330  

 新潟県 950-0164 新潟市江南区亀田本町1-5-11  メリー美容室 025-381-3646  

 新潟県 950-0806 新潟市東区海老ヶ瀬1074  美千美容室 025-275-2832  

 新潟県 950-0941 新潟市中央区女池3-20-16  イワサキ美容室 025-284-1522  

 新潟県 950-1111 新潟市西区大野町3353-1  みわ美容室 025-377-6933  

 新潟県 950-3124 新潟市北区三軒屋町2-8  美容室 鈴屋 025-259-3909  

 新潟県 951-8107 新潟市中央区南大畑町491-3  綜合美容 西堀 025-223-1508  

 新潟県 951-8114 新潟市中央区営所通1-301  (有)美容美松 小松美容室 025-223-4633  

 新潟県 951-8151 新潟市中央区浜浦町1-80  ビューティサロン 裕 025-267-9115  

 新潟県 953-0041 新潟市西蒲区巻甲3143-4  ゆう美容室 0256-72-8285  

 新潟県 959-1704 五泉市村松甲1825  富井美容室 0250-58-6771  

 新潟県 959-1863 五泉市東本町2-2-27  (有)アムール 0250-42-6008  

 新潟県 959-1875 五泉市馬場町1-1-22  みみ美容室 0250-42-3044  

 新潟県 959-0129 燕市地蔵堂本町1-2-4  ヘア＆メイク ひまわり 0256-97-1078  

 新潟県 940-0221 長岡市金町1-3-2  (有)斉藤理美容院 0258-52-2719  

 新潟県 954-0124 長岡市中之島421-9  パール美容院 0258-66-2517  

 新潟県 949-4353 三島郡出雲崎町川西54  美容室 かみゆい 0258-78-4521  

 新潟県 945-0063 柏崎市諏訪町1-21  おしゃれ館 コロナ 0257-24-5585  

 新潟県 945-0055 柏崎市駅前2-1-62  ROSE for SORA 090-8850-7768 

 新潟県 945-0106 柏崎市土合735  (有)やよい美容室 0257-23-5084  

 新潟県 942-0001 上越市中央2-5-3  (有)サロンド ロジェール 025-544-3648  

 新潟県 943-0148 上越市子安新田3-32  B - PLACE 025-523-8703  

 新潟県 949-3102 上越市大潟区九戸浜175  美容室 パール 025-534-2846  

 新潟県 949-3103 上越市大潟区潟町535-2  多霞子美容室 025-534-2029  

 新潟県 944-0043 妙高市朝日町1-10-3  よしむら アームス 0255-72-2535  

 新潟県 944-0044 妙高市栄町2-12  (有)マスダ美容室 0255-72-4913  

 新潟県 941-0061 糸魚川市大町1-3-27  スズラン美粧院 025-552-0248  

 新潟県 941-0064 糸魚川市上刈1-8-4  ヤマ美容室 025-552-1350  

 富山県 939-0643 下新川郡入善町青木1462  かない美容室 0765-72-1272  

 富山県 938-0031 黒部市東三日市3395  パーマハウス トチタニ 0765-52-0819  

 富山県 930-0346 中新川郡上市町鍵町48-3  ビューティサロン 和 076-472-1628  

 富山県 939-8132 富山市月岡町6-742  コワフュール・SOUWA 076-428-1100  

 富山県 939-0341 射水市三ヶ3648  だいもん美容室 0766-55-0604  

 富山県 939-0363 射水市中太閤山17-1-3  美容室 Like You 0766-56-2003  

 富山県 933-0042 高岡市中川栄町8-11  美容室 a・p・T 0766-26-5454  

 富山県 933-0105 高岡市伏木錦町12-7  きょうたに美容院 0766-44-0265  

 富山県 933-0824 高岡市西藤平蔵630  美容室 Nagao 0766-63-3293  

 富山県 932-0833 小矢部市綾子510-2  Beauty Salon フランシーヌ 0766-67-6337  
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 富山県 958-0842 砺波市鍋島121  HAIR PRODUCE Reve.N 0763-33-7166  

 富山県 957-0017 南砺市北川1852  みたに美容室 0763-82-0423  

 長野県 957-0051 長野県西尾張部182-4  新宿美容室 西尾張部店 026-241-6010  

 長野県 957-0053 長野市箱清水1-11-11  ヘア・ドゥ・アドミ 026-232-0467  

 長野県 957-0054 長野市三輪1-2-6  (有)シガ美容室 026-241-1587  

 長野県 959-2015 長野市三輪3-4-13  新宿美容室 026-241-2618  

 長野県 950-0056 長野市柳町88番地  いづみ美容室 026-232-8791  

 長野県 950-0073 長野市新田町1458 フォンティーヌマヤビル2F  アムール マヤ 026-227-2909  

 長野県 950-0122 長野市青木島町大塚1139-1  アイデザイン 026-214-5884  

 長野県 950-0163 千曲市桜堂425  HENMi ism 026-272-0681  

 長野県 950-0164 千曲市桜堂334-1  (有)エリナ 026-273-3759  

 長野県 950-0806 千曲市八幡3335-2  (有)青柳理美容院 026-272-1474  

 長野県 950-0941 千曲市今井2626  まり美容室 026-275-2718  

 長野県 950-1111 千曲市磯部1005-19  あすなろ美容室 026-275-2339  

 長野県 950-3124 上田市上田1815-1  美容スタジオ エーワン 0268-22-7102  

 長野県 951-8107 上田市古里134-7  ヘアー＆メイク Sawa 0268-25-2416  

 長野県 951-8114 上田市中央3-11-18  佐野美容院 0268-22-3690  

 長野県 951-8151 上田市中央2-5-19 才川ビル2F  美容室 山越由美子 0268-22-0872  

 長野県 953-0041 上田市中央6-15-12  (有)松原美容院 0268-25-3111  

 長野県 959-1704 上田市御所713-8  美容室 ピクシー 0268-23-4301  

 長野県 959-1863 上田市中丸子1623 ベルプラザ内  イデウラ美容室 0268-42-5533  

 長野県 959-1875 上田市中丸子1428-1  サロン・ド・エスダッシュ 0268-42-6770  

 長野県 959-0129 小諸市御影新田2627-40  山本美容室 0267-23-0590  

 長野県 940-0221 北佐久郡軽井沢町長倉2166-191  コワフュール いまい 0267-46-1221  

 長野県 954-0124 北佐久郡軽井沢町中軽井沢22-10  美容室 ル ナ 0267-45-5419  

 長野県 949-4353 佐久市岩村田西本町1182  ダイアナ美容室 0267-67-2040  

 長野県 945-0063 佐久市平賀5369-6  ゆき美容室 0267-62-2826  

 長野県 945-0055 佐久市野沢602-14  美容室 ラ・ボーテ 0267-62-5843  

 長野県 945-0106 南佐久郡佐久穂町海瀬259-3  美容室 ケイコ 0267-86-4520  

 長野県 942-0001 安曇野市豊科南穂高寺所374-2  (有)シャンベルク・ヤマ 0263-72-4784  

 長野県 943-0148 安曇野市豊科成相4481-4  カツコ美容室 0263-73-3193  

 長野県 949-3102 安曇野市豊科上鳥羽477-4  美容室 ROSE 0263-72-4074  

 長野県 949-3103 安曇野市穂高北穂高島新田3063  (有)美容室 スズキ 0263-82-3053  

 長野県 944-0043 松本市深志3-1-16  アートビューティー IROHA 0263-36-1616  

 長野県 944-0044 松本市渚4-2-1  友美美容室 0263-25-0010  

 長野県 941-0061 松本市島内1812  (有)麗美会 0263-48-0300  

 長野県 941-0064 松本市島内7231  ケ・セィラ美容室 0263-48-1818  

 長野県 939-0643 松本市大手2-7-15  ビューティーブライダル GRACE 0263-35-9531  

 長野県 938-0031 松本市野溝西1-9-14  美容室 形の家 0263-26-4092  

 長野県 930-0346 塩尻市大門7-11-2  (有)モナ美容室 0263-52-1741  

 長野県 939-8132 岡谷市湖畔1-25-8  (有)美よう室湖畔 0266-23-4338  

 長野県 939-0341 諏訪市清水1-2-11  ㈲ビューティー・ジン 0266-58-2338  

 長野県 939-0363 諏訪市沖田町1-32  Hair OPERA 0266-53-5444  

 長野県 933-0042 上伊那郡辰野町辰野1947-2  はる美容室 0266-41-3325  

 長野県 933-0105 東筑摩郡麻績村麻3877  小川原美容室 0263-67-2147  

 長野県 933-0824 茅野市仲町2-13  (有)シャレンド 0266-72-1631  

 長野県 932-0833 下伊那郡高森町上市田644-1  岡村美容院 0265-35-2425  

 長野県 399-3301 下伊那郡松川町上片桐3292-1  (有)ふくしま パートⅠ 0265-37-3000  
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 長野県 395-0066 飯田市羽場赤坂2040-4  美容室 ベル 0265-23-9313  

 長野県 395-0151 飯田市北方1522-4  髪結所美容室 0265-25-3313  

 長野県 395-0813 飯田市毛賀615-1  美容室 あみん 0265-24-5261  

 長野県 926-0043 七尾市橘町24-2  サロン・ド・エスポワール 0767-53-3677  

 石川県 926-0047 七尾市大手町135-11  びゅうてぃはうす すぃーとはあと 0767-53-6229  

 石川県 926-0051 七尾市郡町西2-34  カーリー美容室 0767-52-1479  

 石川県 926-0177 七尾市光陽台41 HAIR Ｃhic 0767-62-1201  

 石川県 926-0804 七尾市生駒町3  R.H.E.E. YAYOI 0767-52-0484  

 石川県 929-2121 七尾市田鶴浜町ぬ部14 HAIR SPOT アムール 0767-68-6355  

 石川県 929-2222 七尾市中島町中島2-5  大野美容室 0767-66-0223  

 石川県 929-1211 かほく市二ッ屋ラ-29-16  美容室 まつもと 076-281-3466  

 石川県 929-0332 河北郡津幡町中須加平成台45  ビューティ タッチ 076-288-6775  

 石川県 920-0051 金沢市二口町ハ29-1  美容室 クレール 076-261-8180  

 石川県 920-0346 金沢市藤江南3-168-18  ビューティ チェリー 076-268-3218  

 石川県 920-0362 金沢市古府1-4-101  ヘアメイク着付け 美ＫＭＲ 076-287-3927  

 石川県 920-0804 金沢市鳴和2-1-7  喜久美容室 076-251-3552  

 石川県 920-0813 金沢市御所町申7-7  美容室 アグリーアブル 076-253-1450  

 石川県 920-0855 金沢市武蔵町12-12  かおる美容室 076-231-6207  

 石川県 920-0944 金沢市三口新町3-4-1  オダ・美容室 076-263-1921  

 石川県 920-0961 金沢市香林坊2-12-36  西井美容室 076-223-1241  

 石川県 920-1167 金沢市もりの里1-218 カサベルデビル1F  jamBo 076-262-3234  

 石川県 921-8025 金沢市増泉1-16-33  ENOMOTO 076-243-6907  

 石川県 921-8043 金沢市西泉1-11  ビューティスタジオ ユキ 076-241-2930  

 石川県 921-8054 金沢市西金沢5-228  美容室 アート、ヘアー、モネ 076-249-3064  

 石川県 921-8105 金沢市平和町2-15-9  Pri e re 076-245-5534  

 石川県 924-0025 白山市蕪城5-3-4  PaL美容室 076-275-4147  

 石川県 924-0867 白山市茶屋2-63  hair&cure 藤 076-275-3208  

 石川県 923-0801 小松市園町ハ119-1  ムネ・ラ・モード・ル・ジュール 0761-22-8678  

 石川県 923-0811 小松市白江町ロ34-1  フミコシェルラーデン 0761-24-2770  

 石川県 923-0835 小松市吉竹町4-122  ヘアメイク プリヴェイル 0761-20-1717  

 石川県 923-0835 小松市吉竹町夕225  愛美容室 0761-21-6373  

 石川県 923-0866 小松市白嶺町1-30-1  EA HAIR Activo 0761-22-3807  

 石川県 923-0868 小松市日の出町4-103  Beauty art Ai 0761-24-0203  

 石川県 923-0919 小松市殿町2-14  シャンブル美容室 0761-24-1344  

 石川県 923-0966 小松市串茶屋町い139  Studio - you 0761-43-0270  

 石川県 922-0103 加賀市山中温泉長谷田町ロ424  ニューウエーブ 0761-78-5566  

 石川県 922-0106 加賀市山中温泉上原町ワ480  ヘアー＆メイク BIGI 0761-78-1719  

 石川県 922-0139 加賀市山中温泉菅谷町イ293  おしゃれハウス ファルダ 0761-78-4243  

 石川県 922-0245 加賀市山代温泉山背台2-99  ヘアールーム トム・アイ 0761-77-4590  

 石川県 922-0411 加賀市潮津町チ-7  髪工房 クラフトウェーブ 0761-74-6204  

 石川県 922-0424 加賀市小菅波町1-68 荒木ビル1Ｆ  S・T RUKIA 0761-72-7770  

 石川県 922-0553 加賀市小塩町コ-35-2  ヒロイン美容室 0761-75-1447  

 石川県 910-4104 あわら市温泉4-1301  木下美容院 0776-78-5630  

 福井県 919-0628 あわら市大溝2-2-14  美容室 Offer 0776-73-5510  

 福井県 913-0041 坂井市三国町覚善33-1-25  ヘアーコンセプト iio 0776-82-2230  

 福井県 910-0244 坂井市丸岡町富田1-15-2  髪結処 花かんざし 0776-67-0311  

 福井県 910-1134 吉田郡永平寺町松岡芝原3-34  西本美容室 0776-61-0359  

 福井県 911-0803 勝山市旭町2-3-3  ビューティサロン きのした 0779-88-5511  
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 福井県 912-0081 大野市元町9-8  (有)サロンド ミヤコ 0779-66-5940  

 福井県 910-0002 福井市町屋3-4-13  apreko 0776-23-7077  

 福井県 910-0024 福井市照手1-5-6  Hair Boutique RON 0776-25-0600  

 福井県 918-8015 福井市花堂南2-5-25  フルール美容室 0776-34-3073  

 福井県 918-8046 福井市運動公園4-1606  ヘアールーム Ｒ 0776-35-5698  

 福井県 918-8152 福井市今市町1-3  サロンド ユウ 0776-38-1790  

 福井県 910-0026 鯖江市本町2-1-17  ベラミ美容室 0778-51-1000  

 福井県 916-0027 鯖江市桜町2-8-31南ビル2F  (株)ビューティクリニック いづみ 0778-52-5959  

 福井県 916-0037 鯖江市上河端町37-11  美容館 ジュネス 0778-51-5667  

 福井県 916-0047 鯖江市柳町2-4-3  美容室 コ カ 0778-51-3147  

 福井県 915-0068 越前市天王町5-16  イトー美容室 0778-23-6584  

 福井県 915-0071 越前市府中1-8-9  ヘアーメイク ラ・フォーレ 0778-22-3526  

 福井県 915-0242 越前市粟田部町39-2-2  チコ美容室 0778-42-0286  

 福井県 915-0822 越前市元町5-4  トシ・ヘアー 0778-22-6136  

 福井県 919-1142 三方郡美浜町興道寺41縄4  Hair’s MEW 0770-32-3002  

 福井県 919-1145 三方郡美浜町金山10-12  hair&make FILER 0770-32-1285  

 福井県 917-0073 小浜市四谷町3-5  さろんど オリオン 0770-52-1721  

 福井県 506-0015 高山市花川町46 プリンス美容室（PRINCE-flap) 0577-32-3809  

 岐阜県 509-2202 下呂市森979-11  ヒロコ美容室 0576-25-2294  

 岐阜県 508-0033 中津川市太田町3-4-13  (有)アヤ美容室 0573-65-3678  

 岐阜県 501-3303 加茂郡富加町羽生1453  Premiere Classe  Misuzu 0574-54-3125  

 岐阜県 504-0902 各務原市蘇原緑町4-25-20  ラッキー美容室 0583-82-0571  

 岐阜県 500-8834 岐阜市羽根町12  トーア美容室 058-263-1233  

 岐阜県 501-3112 岐阜市芥見東山2-45  美容室 Seven Dwarfs 058-241-1141  

 岐阜県 502-0904 岐阜市島栄町2-55  hair position ＧiＧy / OGAWA 058-231-8536  

 岐阜県 501-0419 本巣市早野72  美容室 エマーブル 058-323-1950  

 岐阜県 501-0621 揖斐郡揖斐川町下岡島101-3  ヘアーサルーン はる 0585-22-2058  

 岐阜県 503-0026 大垣市室村町3-88-6  サロン・ド・はし 0584-75-1137  

 岐阜県 503-0831 大垣市新長沢町1-22-2  マリア美容室 0584-81-2676  

 岐阜県 503-1275 養老郡養老町大巻966-1  美容室 Hana 0584-35-3517  

 岐阜県 501-6207 羽島市足近町2-154-3  ビューティーサロン 伊藤 058-392-9048  

 静岡県 419-0123 田方郡函南町間宮64-4  フジ美容室 055-978-3349  

 静岡県 419-0124 田方郡函南町塚本938-7  ユキ美容室 055-977-6256  

 静岡県 414-0001 伊東市宇佐美1572-80  ガティ 0557-48-9366  

 静岡県 414-0001 伊東市宇佐美1875  サチコ美容室 0557-47-1028  

 静岡県 414-0003 伊東市中央町4-9  (有)美容マチダ ガールズ・ヘアー 伊東店 0557-38-3081  

 静岡県 413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取450-5  美容室 Sumire 0557-95-2723  

 静岡県 410-0801 沼津市大手町3-2-16 共栄ビル  美容室 シャンティ 055-962-5284  

 静岡県 410-0801 沼津市大手町2-4-15  美容室 よしろうファイブポイント 055-963-0276  

 静岡県 410-0822 沼津市下香貫下障子3210-4  サトウ美容院 055-931-6997  

 静岡県 417-0073 富士市浅間本町1-27  コセキ美容室 0545-52-5163  

 静岡県 418-0034 富士宮市黒田215-13  HAIR×MAKE gg 0544-22-6639  

 静岡県 419-0201 富士市厚原688-3  コアフュール カズ 0545-71-1433  

 静岡県 420-0071 静岡市葵区一番町2  ビューティ 高田 054-251-1825  

 静岡県 420-0852 静岡市葵区紺屋町11-1 浮月ビル2F  美容室 ART - K 054-255-8624  

 静岡県 424-0008 静岡市清水区押切1791  美容室 ローレル 054-346-3460  

 静岡県 424-0024 静岡市清水区八坂東2-3-14 エレガンスビル  GLAMOUR 054-366-6000  

 静岡県 424-0801 静岡市清水区秋吉町7-６  美容室 パリッシュ 054-364-1225  
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 静岡県 428-0104 島田市川根町家山709-3  沖美容室 ブライダルアドバンス.オキ 0547-53-2131  

 静岡県 436-0073 掛川市金城124  美容室 calme 0537-28-8122  

 静岡県 436-0224 掛川市富部654-3  近藤美容室 0537-22-6997  

 静岡県 436-0222 掛川市下垂木2949-1  (有)スタジオ ジョイ 0537-22-0205  

 静岡県 430-0945 浜松市中区池町222-11  Blue Hair 053-455-8558  

 静岡県 430-0946 浜松市中区元城町115-6-803  (有)カルディア 053-457-1888  

 静岡県 431-1209 浜松市西区舘山寺町1412-4  千草美容院 053-487-1636  

 静岡県 431-2212 浜松市北区引佐町井伊谷797-42  紅ばら美容室 053-542-0294  

 静岡県 432-8035 浜松市中区成子町80-4  富士美容院 FITZ 053-452-6207  

 静岡県 433-8114 浜松市中区葵東1-8-15  美容室 JULY 053-436-1576  

 愛知県 441-1374 新城市町並307-6  東京屋美容室 0536-22-0232  

 愛知県 440-0051 豊橋市東雲町78  藤城美容院 0532-61-5200  

 愛知県 440-0894 豊橋市魚町62  モト美容院 0532-53-2741  

 愛知県 441-8044 豊橋市南小池町136  楽しいパーマ屋 ありぎりす 0532-48-8383  

 愛知県 441-8061 豊橋市藤沢町141  サロンド・イプセ 0532-48-1522  

 愛知県 441-0105 豊川市伊奈町佐脇原500-251  美容室 YOU ACCES 0533-72-2129  

 愛知県 441-0202 豊川市赤坂町大日270  ヘアー＆フェイスサロン グレイス 0533-88-7222  

 愛知県 441-0211 豊川市御油町行力1-17  美容室 OKADA 0533-87-2885  

 愛知県 442-0033 豊川市豊川町辺通37-3  田中雅子のサロン 0533-85-9553  

 愛知県 442-0884 豊川市光明町2-34-3  ビューティサロン カヨ 0533-85-9125  

 愛知県 443-0031 蒲郡市竹島町4-12  Cajon 0533-65-8868  

 愛知県 443-0034 蒲郡市港町14-45  (有)ア・ビヤント美容室 0533-68-8437  

 愛知県 443-0043 蒲郡市元町12-1  SHAPES 0533-68-7827  

 愛知県 443-0054 蒲郡市府相町2-132  YOU美容室 0533-67-1929  

 愛知県 443-0056 蒲郡市神明町14-20  美容室 pi - na 0533-67-8620  

 愛知県 444-0059 岡崎市康生通西4-34  (株)ワンワン 0564-24-1872  

 愛知県 444-0867 岡崎市明大寺町西郷中39-101 アルカディア101番館1F  アトリエ アンジェリーク 0564-53-5285  

 愛知県 446-0038 安城市末広町3-8  サン美容室 0566-74-1615  

 愛知県 471-0845 豊田市田中町1-120-13  美容 司 0565-28-8326  

 愛知県 489-0809 瀬戸市共栄通5-22  DUCA Healing 0561-21-1666  

 愛知県 480-1153 長久手市作田2-104  美容室 つるた 0561-62-9537  

 愛知県 470-0162 愛知郡東郷町春木追分128－1  コワフュール シバヤマ 052-531-1895  

 愛知県 474-0047 大府市宮内町4-212  名古屋創寫館 0562-46-0726  

 愛知県 476-0012 東海市富木島町伏見2-2-4 第2じんのビル102  サロンド マリヤ 052-603-6309  

 愛知県 477-0032 東海市加木屋町大清水560-1  ヘアースペース トム 0562-34-4877  

 愛知県 477-0032 東海市加木屋町柿畑88 美容室 シャルドン 0562-34-7895  

 愛知県 477-0037 東海市高横須賀町1-46  (有)パークススクエア 0562-33-8777  

 愛知県 478-0036 知多市新舞子字大口204-12  (有)ビューティーサロン ベン 0569-43-0118  

 愛知県 451-0045 名古屋市西区名駅2-25-22  Bridal Salon SISTER 052-565-0898  

 愛知県 453-0047 名古屋市中村区元中村町1-132  サカエ美容室 052-482-3464  

 愛知県 454-0031 名古屋市中川区八幡本通2-23-1  美容室 サン・シャイン 052-363-0068  

 愛知県 454-0866 名古屋市中川区東中島町3-82  ジュン美容室 052-354-7251  

 愛知県 454-0869 名古屋市中川区荒子2-221  ビューティーサロン 澤田 052-362-9718  

 愛知県 454-0926 名古屋市中川区打出2-6  (株)カモ美容室 052-361-2710  

 愛知県 454-0932 名古屋市中川区中島新町3-907  ビューティ 英陣薔薇 052-353-6754  

 愛知県 454-0985 名古屋市中川区春田3-90-1  (有)Hair Planet Hair&Make Fine Hair 052-301-3200  

 愛知県 454-0967 名古屋市中川区戸田西3-107  Fine Hair 052-304-7277  

 愛知県 455-0823 名古屋市港区惟信町3-33-1  さろん・ど モア 052-384-8989  
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 愛知県 428-0104 名古屋市南区元鳴尾町219  ビューティーサロン シバタ 052-824-0801  

 愛知県 436-0073 名古屋市南区柴田本通1-18  クープ・ドゥ 052-613-0947  

 愛知県 436-0224 名古屋市南区加福本通2-4-2F  Professional Hair HANABI 052-612-7553  

 愛知県 436-0222 名古屋市緑区古鳴海1-167 NBCシンフォニー1F  Salotto 052-896-1415  

 愛知県 430-0945 名古屋市緑区神の倉4-183  Santa Hair 052-876-7614  

 愛知県 430-0946 名古屋市緑区青山3-36-4  エンジェル・ハート 052-846-7532  

 愛知県 431-1209 名古屋市中区栄3-23-26 和光堂ビル1F  美容 サカエ 052-241-2439  

 愛知県 431-2212 名古屋市中区大須4-12-1 ムサシノビル1F  La ssic 052-242-4660  

 愛知県 432-8035 名古屋市中区千代田5-5-5  (有)紫美容室 052-264-1101  

 愛知県 433-8114 名古屋市東区東桜2-17-15 ハイツ東桜2C  ノア美容室 052-931-3782  

 愛知県 441-1374 名古屋市北区中切町3-1-1  リリー美容室 052-915-8222  

 愛知県 440-0051 名古屋市北区平安2-3-3  hair WAVE 052-915-2257  

 愛知県 440-0894 名古屋市北区石園町1-27  かづ江美容室 052-911-0957  

 愛知県 441-8044 名古屋市千種区萱場2-5-25-1F115号  瑠璃美容室 052-722-8795  

 愛知県 441-8061 名古屋市千種区茶屋ヶ坂1-21-9  TERADA 052-722-3755  

 愛知県 441-0105 名古屋市千種区千種通7-23 ラピアス吹上1F Ｖitamin Hair 052-734-0488  

 愛知県 441-0202 名古屋市名東区高社2-27  ビューティーサロン・マコ 052-774-1272  

 愛知県 441-0211 名古屋市昭和区御器所1-7-12  ヴィクター美容室 052-881-4856  

 愛知県 442-0033 名古屋市昭和区山手通5-2-5  サロンド・姫 052-833-6170  

 愛知県 442-0884 名古屋市昭和区檀渓通3-7  ASCH 052-842-1172  

 愛知県 443-0031 名古屋市昭和区安田通2-21  ミューズ ヘア 052-751-5981  

 愛知県 443-0034 名古屋市瑞穂区汐路町1-11-2  アトリエ ボーテ SAKAE 052-852-0326  

 愛知県 443-0043 名古屋市瑞穂区妙音通3-4 第7オオタビル1階  美容室 キャティー 052-841-6706  

 愛知県 443-0054 名古屋市天白区島田黒石1008 IZA HairMake 052-807-1908  

 愛知県 443-0056 名古屋市天白区植田1-1502  ［es］Heart of HAIR 052-808-4530  

 愛知県 444-0059 津島市西御堂町57  マツミ美容室 0567-26-3462  

 愛知県 444-0867 津島市江西町1-47-3  NORI美容室 0567-26-4097  

 愛知県 446-0038 愛西市大井町六川北179  lab．Hair + face 0567-31-0065  

 愛知県 471-0845 稲沢市祖父江町祖父江外平150-56  Y’z hair 0587-97-0794  

 愛知県 489-0809 清須市土器野北中野247-3 松尾マンション1B  英陣薔薇 052-400-2324  

 愛知県 480-1153 一宮市栄2-13-9-2F  Si - Hair 0586-24-7071  

 愛知県 470-0162 江南市宮後町王塚15  ビューティサロン あずさ 0587-54-8323  

 愛知県 474-0047 江南市布袋町中81  ビューティサロン 千鶴 0587-55-7165  

 愛知県 476-0012 犬山市上坂町4-203  サカシタ美容室 0568-61-2625  

 愛知県 477-0032 犬山市松本町2-29 水野ビル1FB  サムソン＆デリラ犬山店 Madonnalily 0568-62-5110  

 愛知県 477-0032 犬山市中山町2-55  (株)ディーバ 0568-62-2806  

 三重県 477-0037 桑名市東方114  スタイリックギャル 0594-23-4406  

 三重県 478-0036 桑名市新西方3-248  ブレス 0594-24-8650  

 三重県 451-0045 桑名市新西方5-28  美容室 アルターハーゼ 0594-24-8149  

 三重県 453-0047 四日市市別名6-8-2  美容室 ヤスダ 059-333-2972  

 三重県 454-0031 四日市市中部12-11  びようしつ 赤い鳥 059-351-7347  

 三重県 454-0866 四日市市楠町南立味塚153-6  Hair&Relax Miyahiro 059-397-2322  

 三重県 454-0869 四日市市野田2-2-34  ビューティサロン ノッポ 059-331-8365  

 三重県 454-0926 四日市市追分2-5-5  1day spa 美人冠 059-347-0366  

 三重県 454-0932 四日市市富田一色町30-29  (有)西岡美容院 059-365-4134  

 三重県 454-0985 四日市市松原町8-5  髪結家 NAKAMURA 059-365-2918  

 三重県 454-0967 四日市市下之宮町316-1  La mode sym 059-363-4451  

 三重県 455-0823 四日市市下之宮町五反縄34-1  Ｋ’（ケイダッシュ） 059-363-1733  
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 三重県 512-1202 四日市市あがたが丘1-20-5  びようしつ 恵美 059-326-8328  

 三重県 513-0043 鈴鹿市長太栄町2-18-13  HAIR&FACE Seki 059-385-0533  

 三重県 513-0043 鈴鹿市長太栄町4-6-11 きりん美容室 059-385-0533  

 三重県 513-0834 鈴鹿市庄野羽山3-1-6 カリフォルニアドリーム1-Ｂ  Make = Limit 059-375-6060  

 三重県 519-0106 亀山市みどり町1-10-4  美容室 サクマ 0595-82-2123  

 三重県 519-0153 亀山市西町553  八千代美容室 0595-82-0463  

 三重県 519-1112 亀山市関町中町423  ウエダ美容室 0595-96-0105  

 三重県 518-0809 伊賀市西明寺2756-286  (株)ブーケ 0595-24-0140  

 三重県 518-0846 伊賀市上野愛宕町1968-2  ビューティサロン モード 0595-21-0529  

 三重県 518-0873 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル2Ｆ  中村登喜子の美容室 0595-24-0666  

 三重県 518-0419 名張市富貴ヶ丘6-272  ビューティサロン しんがき 0595-64-2860  

 三重県 518-0441 名張市夏見1410-1  美容室 CHANT 0595-62-0530  

 三重県 518-0623 名張市桔梗が丘３番町2-68-3  ミツル美容室 0595-65-0638  

 三重県 518-0715 名張市柳原町3377-5  ビューティスポット 岩本 0595-63-0855  

 三重県 518-0725 名張市元町391-4  ビューティサロン 藤田 0595-63-0192  

 三重県 514-0007 津市大谷町234  ビューティサロン 英都 059-227-8430  

 三重県 514-0008 津市上浜町1-12  (有)ナリス美容室 059-228-9666  

 三重県 514-0016 津市乙部24-1  DORAGON 059-226-5576  

 三重県 514-0054 津市神納55-2  (株)Un et Deux 059-228-5323  

 三重県 514-1138 津市戸木町7796-2  サロンド・いけだ 059-255-4265  

 三重県 515-0818 松阪市川井町927-3  貴子美容室 0598-21-6899  

 三重県 516-0014 伊勢市楠部町124  (有)にしだ 西田美容室 0596-22-2484  

 三重県 516-0072 伊勢市宮後2-8-23  Forest 0596-28-8240  

 三重県 516-0072 伊勢市宮後1-2-10  ビューティー たなか 0596-25-1530  

 三重県 516-0073 伊勢市吹上2-9-34  フェリーク 0596-28-2020  

 三重県 517-0209 志摩市磯部町恵利原1223  ハヤシ美容室 0599-55-0102  

 三重県 517-0501 志摩市阿児町鵜方4065  (有)きよ美容室 0599-43-0438  

 三重県 517-0501 志摩市阿児町鵜方4044  スマイル美容室 0599-43-0059  

 三重県 517-0501 志摩市阿児町鵜方4017-2  三津子美容園 0599-43-3378  

 三重県 517-0502 志摩市阿児町神明478-17  エミ美容室 0599-43-3007  

 三重県 519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿2188-8  タンポポ美容室 0735-32-1028  

 滋賀県 528-0034 甲賀市水口町日電1-6  VENUS & CO 0748-63-7778  

 滋賀県 528-0049 甲賀市水口町貴生川879  HAIR SALON NISHIWAKI 0748-62-4160  

 滋賀県 520-3005 栗東市御園1028  ミエ美容室 トレセン店 077-558-0252  

 滋賀県 520-3035 栗東市霊仙寺2-8-13  ビューティスペース ナージ 077-553-6255  

 滋賀県 525-0023 草津市平井1-1-13  タマ美容 077-563-1567  

 滋賀県 524-0012 守山市播磨田町684-32  ビューティーサロン ZENNO 077-582-7262  

 滋賀県 524-0022 守山市守山1-13-17  ひかり美容室 077-582-1623  

 滋賀県 520-2361 野洲市北野1-21-38  フミ美容室 077-588-2739  

 滋賀県 529-1331 愛知郡愛荘町愛知川7-5  ユリ美容室 0749-42-3511  

 滋賀県 522-0063 彦根市中央町1-21  ビューティサロン ミソラ 0749-22-0925  

 滋賀県 522-0201 彦根市高宮町1319  美容室 マミ 0749-23-2636  

 滋賀県 521-0231 米原市村居田153-1  美容室 セシル 0749-55-3246  

 滋賀県 526-0058 長浜市南呉服町9-9  ツクダ美容室 0749-62-6096  

 滋賀県 526-0059 長浜市元浜町30-40  サロンド・アキコ 0749-63-0522  

 滋賀県 529-0721 長浜市西浅井町大浦1364-8  ビューティサロン パール 0749-89-0353  

 滋賀県 520-1217 高島市安曇川町田中41-2  十仁サロン 末広 0740-32-0123  

 滋賀県 520-1631 高島市今津町名小路1-5-4  トータルビューティ ユカリ 0740-22-2646  
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 滋賀県 520-0025 大津市皇子が丘2-8-1  トップ、ビューティ 077-510-6677  

 滋賀県 520-0813 大津市丸の内町8-24 コスモ膳所公園2Ｆ  美倶楽部 エスペラント 077-524-3039  

 滋賀県 520-0025 大津市皇子が丘2-8-1  トップ、ビューティ 0740-32-3355  

 京都府 610-0111 城陽市寺田富野荒見田 アルプラ城陽4F  ビューティ カトレア 0774-56-2633  

 京都府 611-0013 宇治市莵道奥ノ池13-10  (株)カトレア 0774-21-6697  

 京都府 611-0014 宇治市明星町1-5-11  ドルチェ 0774-23-6976  

 京都府 611-0025 宇治市神明宮西37-25  (有)わかはやし 0774-22-8616  

 京都府 617-0826 長岡京市開田3-7-15  (株)サロンド・ユキ ヘアーブランド ユキ 075-952-1269  

 京都府 617-0824 長岡京市天神町1-7-1 太田ビル2Ｆ  and more contents 075-956-2030  

 京都府 617-0824 長岡京市天神1-8-20  にしはら 075-953-1427  

 京都府 617-0833 長岡京市神足2-12-12  (株)シャーロン 075-956-5171  

 京都府 617-0833 長岡京市神足3-13-19  (株)シャーロン こうたり店 075-953-4330  

 京都府 617-0833 長岡京市神足2-14-8  spark kei 075-952-1755  

 京都府 617-0006 向日市上植野町南開43-2  Ｃorich hair design 075-932-6630  

 京都府 601-1338 京都市伏見区醍醐落保町77-4  ビューティ MOMO 075-571-5700  

 京都府 601-8437 京都市南区西九条比永城町6  ビューティ コニシ 075-572-2629  

 京都府 602-8155 京都市上京区千本丸太町下ル東側ルミエール丸太町  ヘアーデザインルーム ミューズ 075-802-5119  

 京都府 602-8341 京都市上京区三軒町65-46  Friend 075-466-5540  

 京都府 602-8434 京都市上京区今出川通堀川西入 ライオンズマンション1F  ビューティーサロン SUMI 075-414-0371  

 京都府 603-8143 京都市北区小山上総町17  (有)ボンニー 075-441-3535  

 京都府 603-8443 京都市北区紫竹西野山町54-2  セーヌ美容室 075-493-1286  

 京都府 603-8344 京都市北区等持院南町61-5  ら ぶ 075-461-6867  

 京都府 604-8381 京都市中京区西ノ京職司町35-1 パレスコート二条2F  work Hair Produce 075-801-2208  

 京都府 605-0975 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町5-12 清水ビル  リ オ 075-551-3392  

 京都府 606-8111 京都市左京区高野泉町11-54  レインボー 075-781-7101  

 京都府 606-8255 京都市左京区北白川西瀬ノ内町1-4  アカデミー 075-791-8070  

 京都府 607-8143 京都市山科区東野南井ノ上町8-35  ムラタ 075-591-6043  

 京都府 607-8358 京都市山科区西野楳本町11-1  にしの 075-592-1525  

 京都府 607-8494 京都市山科区日ノ岡堤谷町61-34  ヘアクリエーション ミーク 075-581-5609  

 京都府 612-0017 京都市伏見区深草今在家町1-19 奈良ファーストマンション1F  ヘアードウ・エムロード 075-644-2432  

 京都府 612-0028 京都市伏見区深草飯食町839  ラ・フォーレ 075-641-4806  

 京都府 612-8006 京都市伏見区桃山町大島38-2  BIBI 075-621-2751  

 京都府 612-8122 京都市伏見区向島庚申町34-13  サロンド・ボブ 075-602-0328  

 京都府 615-8086 京都市西京区桂乾町20-30  美 根 075-381-4114  

 京都府 623-0004 綾部市多田町久後12-1  多田美容室 0773-42-3069  

 京都府 623-0014 綾部市若竹町15  ビューティーサロン ちゑりー 0773-42-2194  

 京都府 623-0016 綾部市西町2-84 サロンド ミキ 0773-42-5625  

 京都府 620-0059 福知山市厚東町229  ビューティサロン FUJI 0773-23-5121  

 京都府 624-0841 舞鶴市字魚屋214-6  マスミ美容室 0773-75-1077  

 京都府 627-0242 京丹後市丹後町久僧400 おしゃれサロン エミー 0772-76-1116  

 奈良県 630-8042 奈良市西ノ京町152  すずらん美容室 0742-33-7087  

 奈良県 630-8114 奈良市芝辻町4-2-2  (株)サロン まき 0742-34-1026  

 奈良県 630-8115 奈良市大宮町6-1-3-3F  (株)GHS 0742-36-0567  

 奈良県 630-8115 奈良市大宮町4-306-1 コーポサンライズ1-C  Der nie 0742-36-3419  

 奈良県 630-8241 奈良市高天町48 森田ビル3Ｆ  (株)太平楽 0742-23-1507  

 奈良県 630-8441 奈良市神殿町178-10  ヤマムラ美容室 0742-61-4512  

 奈良県 630-8454 奈良市杏町407-1  中西美容室 0742-62-4364  

 奈良県 630-0212 生駒市辻町399-12  いわみ美容室 0743-74-3412  
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 奈良県 636-0123 生駒郡斑鳩町興留6-5-9  Kew Gadens NAMI美容室 0745-74-1651  

 奈良県 630-0257 生駒市元町1-8-7  LUNEX 0743-74-6802  

 奈良県 639-1013 大和郡山市朝日町4-2  ビューティープログレス テルフィーユ 0743-52-3518  

 奈良県 639-1123 大和郡山市筒井町711  ヘアーズ ホリウチ 0743-56-3316  

 奈良県 632-0016 天理市川原城町新道387  みやこ美容室 07436-2-0394  

 奈良県 632-0081 天理市二階堂上ノ庄39-10  b - link 0743-20-2818  

 奈良県 633-0091 桜井市桜井81-2  ビュティーサロン ゆり 0744-43-8718  

 奈良県 633-0091 桜井市桜井204-1 幸和ビル4F-401号  ロータスリーフ 0744-42-4005  

 奈良県 634-0001 橿原市太田市町87  美容室 いまざわ 080-1455-8421 

 奈良県 635-0097 大和高田市北本町10-6  ビューティーサロン アサヒ 0745-52-2566  

 奈良県 639-0235 香芝市良福寺212-4  ビューティールーム フクダ 0745-76-0329  

 奈良県 639-0236 香芝市磯壁2-1090-16  美容室 ヤスコ 0745-76-9961  

 奈良県 639-0242 香芝市北今市3-555-9  美容室 シバハラ 0745-78-2125  

 和歌山県 649-7203 橋本市高野口町名古曽550-6  パール 0736-42-4708  

 和歌山県 640-8314 和歌山市神前138-24  ヘア+リラクゼーション Dears 073-474-3010  

 和歌山県 641-0012 和歌山市紀三井寺1-130  トヨダ美容室 073-482-1154  

 和歌山県 641-0045 和歌山市堀止西2-1-25  アダム 073-422-6698  

 和歌山県 640-8331 和歌山市美園町5-12-7  アロマーティ子 ナルド 073-424-0015  

 和歌山県 643-0033 有田郡有田川町明王寺237-5  ヒロム 0737-52-2128  

 和歌山県 649-1202 日高郡日高町萩原997-6  サロン・ド・ボーテ OKAMOTO 0738-63-2831  

 和歌山県 649-1341 御坊市藤田町藤井1835-1  カット ハウス AZUMA 0738-22-0280  

 和歌山県 649-1534 日高郡印南町印南2255-3  小谷美容室 0738-42-1550  

 和歌山県 646-0029 田辺市東陽28-20  イタニ 0739-24-7032  

 和歌山県 646-0062 田辺市明洋1-12-12 シャルム 0739-25-0709  

 和歌山県 649-2332 西牟婁郡白浜町栄606-4  はしもと 0739-45-0472  

 和歌山県 649-4104 東牟婁郡古座川町高池810-1  カットの店・あっこ 0735-72-3560  

 和歌山県 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日1-205-4  ゆかり美容院 0735-52-4664  

 和歌山県 647-0081 新宮市新宮7683-41  ビューティサロン Shizuka 0735-22-6896  

 大阪府 573-0022 枚方市宮之阪2-5-9  きつけとへあ～ む～ＭＵ 072-805-0166  

 大阪府 573-0071 枚方市茄子作3-20-7  美容室 まり 072-845-3664  

 大阪府 569-1147 高槻市土室町48-7  キヌ美容室 072-694-5229  

 大阪府 572-0831 寝屋川市豊野町4-10  チェリー美容室 072-821-0513  

 大阪府 571-0041 門真市柳町5-1-3  美容室 ウェーブⅠ 06-6909-1349  

 大阪府 570-0006 守口市八雲西町2-5-13  ビューティサロン エミ 06-6998-2927  

 大阪府 570-0027 守口市桜町4-5  美粧院 la Mariposa 06-6991-0632  

 大阪府 570-0039 守口市橋波西之町2-15-2  (有)チャーミング ファミーユ 06-6997-3130  

 大阪府 570-0045 守口市南寺方中通1-15-11  トモ美容室 06-6996-3688  

 大阪府 570-0048 守口市寺方本通3-4-7  サロン・ド みゆき 06-6997-3303  

 大阪府 570-0082 守口市豊秀町1-4-5  おしゃれ工房 ワタカベ 06-6993-3939  

 大阪府 566-0072 摂津市鳥飼西2-36-1  hair make Zion 072-653-2464  

 大阪府 567-0007 茨木市南安威3-8-11  Natural WAVE 072-643-8454  

 大阪府 567-0022 茨木市三島町1-6  美容室 ニューあすか 072-621-8449  

 大阪府 567-0031 茨木市春日3-16-1  ビューティサロン ヒロシの店 072-631-3360  

 大阪府 567-0823 茨木市寺田町10-21  やまぢ美容室 072-633-0812  

 大阪府 567-0868 茨木市沢良宜西1-7-6  ｈair make Ripply 072-632-4458  

 大阪府 564-0004 吹田市原町4-7-15 津田ビル１F  ジュディス コティ 06-6389-5407  

 大阪府 564-0011 吹田市岸部南2-3-2  コティ美容室 06-6383-8585  

 大阪府 564-0025 吹田市南高浜町16-31  マルオ美容室 06-6381-1366  
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 大阪府 564-0031 吹田市元町11-8  美容室 TSUJI 06-6381-0521  

 大阪府 564-0052 吹田市広芝町4-28 アルデール江坂2F  M ・ ism 06-6192-0323  

 大阪府 562-0032 箕面市小野原西2-5-6  ルーブル美容室 072-729-2288  

 大阪府 562-0046 箕面市桜ケ丘1-10-48 ファンシー桜ケ丘2F  hair & make cuore 072-737-8683  

 大阪府 563-0023 池田市井口堂3-3-36  その美容室 072-761-5398  

 大阪府 560-0033 豊中市螢池中町3-2-1-303  ソフィック オータニ 06-6855-3373  

 大阪府 561-0885 豊中市岡町10-12-101  テクニカルサロン・伸 06-6843-6610  

 大阪府 531-0062 大阪市北区長柄中1-7-12  丸善美容室 06-6358-6676  

 大阪府 532-0006 大阪市淀川区西三国1-32-9  じゅあん美容室 06-6395-1243  

 大阪府 532-0026 大阪市淀川区塚本2-27-20  (有)サロン・ド・アート 06-6304-1753  

 大阪府 534-0001 大阪市都島区毛馬町2-10-5  花美容室 06-6921-3508  

 大阪府 534-0027 大阪市都島区中野町5-9-5  サロン・ド・ボーテ キビノ 06-6925-3618  

 大阪府 537-0002 大阪市東成区深江南3-22-27  美容室 岩見悠紀子の店 06-6981-1338  

 大阪府 542-0012 大阪市中央区谷町6-3-21  ビューティーステーション T’s E 06-6766-1117  

 大阪府 540-0034 大阪市中央区島町1-2-12-1507  ヘア＆メイク リラ 06-6942-1766  

 大阪府 541-0054 大阪市中央区南木町1-7-8-2F  ニューグレート美容室 06-6364-3131  

 大阪府 543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町6-6  (株)いわみ美容室 06-6771-1294  

 大阪府 543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-9-20  美容室 僧頭久恵 06-6779-9248  

 大阪府 543-0056 大阪市天王寺区堀越町4-27-304  (株)コスモスコーポレーション 06-6772-2303  

 大阪府 543-0075 大阪市天王寺区夕陽ヶ丘町4-2-1308  サロン・ド・ボングゥ 06-6774-1025  

 大阪府 544-0003 大阪市生野区小路東1-5-10  ペルマノント ル サカエ 06-6754-4615  

 大阪府 544-0003 大阪市生野区小路東3-7-1  光美容室 06-6752-0363  

 大阪府 545-0003 大阪市阿倍野区美章園3-5-1  レブロン美容室 06-6621-5349  

 大阪府 546-0042 大阪市東住吉区西今川2-12-20  (有)チェリー美容室 06-6702-4656  

 大阪府 547-0045 大阪市平野区平野上町2-1-7 ビラ長尾1F  Hair&Make apure 06-6793-1110  

 大阪府 550-0013 大阪市西区新町4-17-7-1F  美容室 アイ・エム 06-6543-2595  

 大阪府 551-0031 大阪市大正区泉尾1-10-1  ビューティサロン ドン 06-6551-1353  

 大阪府 553-0003 大阪市福島区福島1-2-23  ジュリア･フォーラム 06-6451-5367  

 大阪府 553-0003 大阪市福島区福島5-2-17-907  ビューティ タカシ 06-6451-6421  

 大阪府 557-0042 大阪市西成区岸里東2-5-22  タケダ美容室 06-6651-8105  

 大阪府 577-0801 東大阪市小阪1-4-34  髪倶楽部 スカーレット 06-6781-6134  

 大阪府 577-0802 東大阪市小阪本町2-3-29  Citta 06-6721-8582  

 大阪府 577-0802 東大阪市小阪本町1-3-10  ヘアーブティック 錦 06-6722-1902  

 大阪府 581-0005 八尾市荘内町1-2-2  JUN美容室 072-991-6654  

 大阪府 580-0032 松原市天美東7-7-4  ヘア＆メイク マロニエ 072-333-6573  

 大阪府 580-0033 松原市天美南5-18-19  ブリエ by マロニエ 072-333-2808  

 大阪府 580-0033 松原市天美南3-14-17  ヘアースタジオ ループス 072-337-3037  

 大阪府 589-0012 大阪狭山市東茱?木1-591-1  Chopin Ｃlear 072-365-4136  

 大阪府 589-0023 大阪狭山市大野台7-8-2  シルエット 072-366-4502  

 大阪府 586-0015 河内長野市本町29-21  北野美容室 0721-54-1587  

 大阪府 591-8008 堺市北区東浅香山町3-104-16-108  ヘアーブランシェ（坂本理美容） 080-5358-5023 

 大阪府 599-8123 堺市東区北野田16-1  イワサキ美容室 072-235-5850  

 大阪府 599-8276 堺市中区小阪307  小阪美容室 072-278-0708  

 大阪府 592-0005 高石市千代田6-15-9  マルゼン美容室 072-264-2018  

 大阪府 595-0021 泉大津市東豊中町2-2-5  Ｈair ｃreate Mano 0725-45-8358  

 大阪府 595-0036 泉大津市昭和町9-7  Beauty Forum himawari 21 0725-22-2030  

 大阪府 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-15-18  美容室 charm 0725-21-4434  

 大阪府 596-0811 岸和田市下池田町2-11-6  ビューティサロン さわ 072-444-5503  
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 兵庫県 666-0115 川西市向陽台3-6-205 かくれ家 美容室 ピープル 072-792-3081  

 兵庫県 666-0123 川西市鼓が滝1-28-29  タニ美容室 072-793-1423  

 兵庫県 665-0813 宝塚市口谷西2-2-23  ヤマウチ美容室 0797-88-6857  

 兵庫県 665-0835 宝塚市旭町1-7-16  ヤヨイ 0797-87-1620  

 兵庫県 665-0836 宝塚市清荒神1-12-23  K．T．PARMS 0797-87-8101  

 兵庫県 659-0091 芦屋市東山町30-12  (株)ピース 0797-22-3354  

 兵庫県 659-0093 芦屋市船戸町4-1-131  ウインザファスト 0797-22-4421  

 兵庫県 658-0041 神戸市東灘区住吉南町3-5-13  タカミ 078-811-6646  

 兵庫県 657-0025 神戸市灘区高徳町3-1-7  ハルミ 078-841-1350  

 兵庫県 657-0051 神戸市灘区八幡町3-6-18 六甲グロリアハイツ1F  ビューティスペース マリの店 078-871-1400  

 兵庫県 657-0823 神戸市灘区天城通3-7-21  ビューティーサロン アダム 078-801-4745  

 兵庫県 650-0002 神戸市中央区北野町2-13-1  (有)すみれ美容室 078-262-7401  

 兵庫県 650-0022 神戸市中央区元町通5-4-15  弥 生 078-341-1256  

 兵庫県 652-0058 神戸市兵庫区菊水町10-8-11  シルクレディ 078-511-1534  

 兵庫県 652-0812 神戸市兵庫区湊町1-2-2  カツミ美容室 078-681-0739  

 兵庫県 655-0016 神戸市垂水区高丸7-8-10  ビューティサロン タダシ 078-709-5584  

 兵庫県 655-0016 神戸市垂水区高丸4-2-6  (株)ドウ 高野屋 078-706-2288  

 兵庫県 655-0024 神戸市垂水区御霊町5-20  ヘアーアドバイジングサロン・アマポーラ 078-708-3361  

 兵庫県 655-0046 神戸市垂水区舞子台8-6-3-201  (株)アロハ 078-784-7880  

 兵庫県 655-0032 神戸市垂水区星が丘3-1-84  サロン・ド ボーテシェリー 078-708-0343  

 兵庫県 655-0883 神戸市垂水区王居殿1-8-6  ローズ美容室 078-751-6445  

 兵庫県 651-1132 神戸市北区南五葉1-6-15  美容 すずらん 078-592-1641  

 兵庫県 651-1301 神戸市北区藤原台北町1-1-2  みはら美容室 藤原台店 078-981-0069  

 兵庫県 651-1321 神戸市北区有野中町1-5-28  HEART RIP hair’s 078-987-1818  

 兵庫県 651-2277 神戸市西区美賀多台2-21-4  近藤あけ美美容室 078-991-0354  

 兵庫県 656-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬1286-3  Grace 078-974-5535  

 兵庫県 656-0053 洲本市上物部1-7-36  ゆり美容室 0799-22-2105  

 兵庫県 656-0544 南あわじ市阿万下町438-1  シルバースター美容室 0799-55-1358  

 兵庫県 656-1301 洲本市五色町都志199-5  タ マ 0799-33-0460  

 兵庫県 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦26  杉 谷 0799-34-0722  

 兵庫県 656-2212 淡路市佐野1555-2  かすり 0799-65-0561  

 兵庫県 669-1334 三田市中内神879  ビューティサロン ユリ 079-567-5770  

 兵庫県 669-1529 三田市中央町2-25  ビューティサロン いくた 079-563-0185  

 兵庫県 669-4341 丹波市市島町上竹田1174  近藤あけ美美容室 0795-85-0087  

 兵庫県 668-0021 豊岡市泉町4-7ロワイヤル豊岡1-2  ときお美容室 0796-24-0136  

 兵庫県 668-0024 豊岡市寿町2-6  あけみ美容室 0796-22-5406  

 兵庫県 668-0345 豊岡市但東町中山682-2  ビューティーサロン ミヤ 0796-56-0032  

 兵庫県 669-6101 豊岡市城崎町湯島100-3  かほる美容室 0796-32-4180  

 兵庫県 679-1211 多可郡多可町加美区寺内158-3  ゆかり 079-535-0681  

 兵庫県 677-0003 西脇市西田町78-9  サロン・ド・エール 0795-23-0603  

 兵庫県 677-0013 西脇市日野町187-5  ヘアーメイク アンオウル 0795-23-0041  

 兵庫県 679-0211 加東市上滝野426-11  クリニックサロン Amie 0795-48-4810  

 兵庫県 673-1431 加東市杜1486-2  パリス美容室 0795-42-0530  

 兵庫県 675-2423 加西市和泉町99-5  タカミ美容室 0790-45-1089  

 兵庫県 675-2454 加西市下道山町366-3  マスダ美容室 0790-44-0137  

 兵庫県 675-1367 小野市敷地町1531-1  ビューティサロン マコ 0794-63-5319  

 兵庫県 673-0454 三木市別所町正法寺364-2  ヘアースタジオ やまぐち 079-482-0707  

 兵庫県 673-0013 明石市西明石町3-2-6  ヘアーアトリエ くみ 078-921-2739  
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 兵庫県 673-0842 明石市荷山町1855-83  ママー美容室 078-918-0975  

 兵庫県 674-0071 明石市魚住町金ケ崎226-63  ビューティサロン廣（HiRO） 078-935-6316  

 兵庫県 675-0144 加古郡播磨町北本荘1-12-4  トータルビューティ レイカ 079-435-0853  

 兵庫県 675-0157 加古郡播磨町上野添1-2-4 サニーハウス土山105  トップレディ 美容室 078-942-4345  

 兵庫県 675-0054 加古川市米田町平津41-7  むつみ美容室 079-431-0076  

 兵庫県 675-0113 加古川市平岡町中野18  ビューティサロン タカハシ 平岡店 079-437-2366  

 兵庫県 675-0122 加古川市別府町別府619-2  フ ジ 079-437-8620  

 兵庫県 676-0805 高砂市米田町米田1134  ar （アール） 079-431-3055  

 兵庫県 676-0808 高砂市神爪2-3-1 五反田ビル1F  Beautysalon Chou-Chou 079-431-7022  

 兵庫県 676-0815 高砂市阿弥陀町1 曽根駅前ハイツ2Ｆ  マリル 079-448-5201  

 兵庫県 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋1080-2  ビューティサロン サン 079-447-1389  

 兵庫県 670-0016 姫路市坂元町6  大沢美容室 079-222-4052  

 兵庫県 670-0061 姫路市西今宿5-6-53  イマムラ美容室 079-296-1413  

 兵庫県 670-0814 姫路市野里上野町1-1-3  タ ヤ 079-223-6464  

 兵庫県 670-0836 姫路市神屋町6-81-4  (有)クリヤ・ユミ 079-288-6631  

 兵庫県 670-0937 姫路市元塩町96 春名ビル2F  ㈱わたなべ美容院 079-289-2644  

 兵庫県 671-0208 姫路市飾東町八重畑200-1  ビューティサロン いしかわ 079-262-1187  

 兵庫県 671-0234 姫路市御国野町国分寺536-2  わたなべ美容院本店 079-252-0214  

 兵庫県 671-1643 たつの市揖保川町神戸北山145-6  あ き 0791-72-3621  

 兵庫県 678-0007 相生市陸本町1-17  夢結屋 0791-22-1119  

 兵庫県 678-0052 相生市大島町11-35  石川美容室 0791-22-6394  

 鳥取県 680-0451 八頭郡八頭町久能寺885-7  美ヘアー&アートメイクスタジオ・アミ 0858-73-0481  

 鳥取県 680-0022 鳥取市西町5-110  (有)アダムとイブ 0857-29-1469  

 鳥取県 680-0022 鳥取市西町2-109 津田ビル1F  サロンド・コクシュール プレドゥ 0857-26-1896  

 鳥取県 680-0804 鳥取市田島678  ヘアーサロン １､２､３ 0857-27-4811  

 鳥取県 680-0942 鳥取市湖山町東5-215-1-1  美容室 H2O 0857-31-1191  

 鳥取県 682-0721 東伯郡湯梨浜町田後658-5  マニッシュ かわた 0858-35-5258  

 鳥取県 682-0022 倉吉市上井町2-2-6  claire（クレール） 0858-26-8023  

 鳥取県 682-0816 倉吉市駄経寺町2-60-2  TOTALBEAUTY Vis 0858-22-1253  

 鳥取県 689-2302 東伯郡琴浦町丸尾296-13  ヘアースペース Suger 0858-53-6133  

 鳥取県 689-2501 東伯郡琴浦町赤碕997-2  スタジオＵ美容室 0858-55-2008  

 鳥取県 683-0011 米子市福市862-11  ビューティサロン いのうえ 0859-26-2914  

 鳥取県 683-0035 米子市目久美町57-2  ビューティーサロン 友 0859-32-1169  

 鳥取県 683-0054 米子市糀町2-43  美容室 アットマーク 0859-32-3144  

 鳥取県 683-0055 米子市冨士見町2-47-1  クープクレール 0859-32-5500  

 鳥取県 683-0101 米子市大篠津町4693  MIXhair 0859-28-7319  

 鳥取県 683-0805 米子市西福原1-1-55 ホテルサンルート米子内  TOTALBEAUTY ヴィィス regalo 0859-34-0101  

 鳥取県 684-0072 境港市渡町2876-2  ビューティショップ 桃色 0859-45-2663  

 岡山県 707-0003 美作市明見49-16  吉岡美容室 0868-72-3553  

 岡山県 707-0015 美作市北山117-1  Hair スタジオ10 0868-72-1333  

 岡山県 709-4227 美作市江見吉田54  よしだ美容室 0868-75-1475  

 岡山県 708-0021 津山市北町49-1  ビューティサロン はんしん 0868-22-4215  

 岡山県 708-0824 津山市沼6-8  (有)ゆたか 0868-22-8882  

 岡山県 709-0442 和気郡和気町福富613-9  (有)ビューティサロン・ウタカ 0869-93-0337  

 岡山県 700-0013 岡山市北区伊福町4-4-34  PANIC 086-250-8219  

 岡山県 700-0023 岡山市北区駅前町2-6-27  calm 086-224-2475  

 岡山県 700-0822 岡山市北区表町1-1-2  (有)吉井美容院 086-233-2984  

 岡山県 700-0822 岡山市北区表町2-3-78  グランモード ヒロコ 086-223-0444  
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 岡山県 700-0901 岡山市北区本町2-23 錦ビル2F (有)ヴィクスン FIX-UP，BALANCE 086-223-1458  

 岡山県 700-0905 岡山市北区春日町5-16  (有)ス ギ 086-223-0396  

 岡山県 700-0907 岡山市北区下石井2-7-26  エボリューション 086-226-7788  

 岡山県 700-0935 岡山市北区神田町2-3-20  ヘアーシューム 086-224-4454  

 岡山県 700-0964 岡山市北区中仙道1-1-14  Close - up 086-245-0600  

 岡山県 700-0971 岡山市北区野田5-7-3  the SALON 086-241-0027  

 岡山県 700-0973 岡山市北区下中野356-101 スプレンドーレ下中野1FB号  Finsbury Park 086-245-0720  

 岡山県 700-0973 岡山市北区下中野346-118  スギ ヘアデザイン 086-242-0002  

 岡山県 701-0221 岡山市南区藤田560-209 Ｐモール内  PANIC rect 086-296-6333  

 岡山県 701-1192 岡山市北区田益1711-1  Hair Room彩 086-294-1070  

 岡山県 701-1464 岡山市北区下足守1891-1  ピュア モード 086-295-1568  

 岡山県 701-2155 岡山市北区中原463-29  ヘアメイク eri 086-275-0715  

 岡山県 702-8005 岡山市中区江崎442-2  ヘアーブレイク SARA 086-277-3908  

 岡山県 702-8026 岡山市南区浦安本町173-15  美容室あゆみ 086-265-0333  

 岡山県 702-8043 岡山市南区平福2-5-38  HAIR 8219 086-262-8219  

 岡山県 702-8055 岡山市南区築港緑町3-1-9  モナ美容室 086-263-1357  

 岡山県 700-0945 岡山市南区新保501-3  (有)ニューカンヌ美容室 086-233-3921  

 岡山県 703-8256 岡山市中区浜2-1-3 NNCビル301  Hair&Make Poisson rouge 086-297-0661  

 岡山県 703-8277 岡山市中区御成町12-14  beauteria CHARA 086-271-5733  

 岡山県 706-0002 玉野市築港2-14-30  CUT BOX PANIC 0863-32-2345  

 岡山県 706-0021 玉野市和田5-6-26  美容室 Rica 0863-81-3778  

 岡山県 710-0034 倉敷市粒江2087  エトワール美容院 086-424-8434  

 岡山県 710-0261 倉敷市船穂町船穂2510  美容室 ブランシュ 086-552-4913  

 岡山県 711-0913 倉敷市児島味野1-7-11  ミマス美容室 086-472-2675  

 岡山県 712-8038 倉敷市水島西寿町2-31  美容室 THINK 086-445-1982  

 岡山県 713-8122 倉敷市玉島中央町3-1-39  (有)リンデン 086-522-3277  

 岡山県 719-0106 浅口市金光町地頭下282-3  ヘアーメイク・チャドニー 0865-42-7218  

 岡山県 719-0243 浅口市鴨方町鴨方221-4  (有)ノア 0865-44-3519  

 岡山県 715-0025 井原市笹賀町2-20-12  Club JJ 0866-63-0971  

 岡山県 716-0035 高梁市栄町1943-10  フルヤ美容室 0866-22-2163  

 岡山県 719-3144 真庭市落合垂水499  桐山美容室 0867-52-0688  

 広島県 720-2124 福山市神辺町川南3143-8  (有)ブランシュ 近代 084-962-2129  

 広島県 721-0912 福山市東陽台1-24-18  サロンド・パレ・サカエ 084-948-2775  

 広島県 726-0005 府中市府中町47-1  ヴォーグ 0847-41-2398  

 広島県 722-0022 尾道市栗原町1-7  ISHIOKA 0848-25-3881  

 広島県 722-0073 尾道市向島町5534-111  ビューティサロン オレンジ 0848-44-2383  

 広島県 723-0017 三原市港町1-2-13  みしま 0848-63-5108  

 広島県 723-0041 三原市和田2-7-34  関本美容室 0848-64-7088  

 広島県 729-0324 三原市糸崎5-18-8  美容室 和音 0848-62-1230  

 広島県 725-0012 竹原市下野町3611  美容室 リラ PLUS 0846-22-8061  

 広島県 729-2403 東広島市安芸津町風早3108-1  サロン・ド・ミツ子 0846-45-3021  

 広島県 737-0001 呉市阿賀北9-8-9  HAIR DESIGN CLEVER 0823-75-1250  

 広島県 737-0003 呉市阿賀中央2-7-3  Salon de Nemunoki 0823-72-4070  

 広島県 737-0125 呉市広本町3-12-32  ビューティスタジオ 立石 0823-73-1494  

 広島県 737-0823 呉市海岸2-1-9  美容室 ロゼ 0823-22-1431  

 広島県 731-4214 安芸郡熊野町中溝3-9-2  (有)レ オ 082-854-0388  

 広島県 731-4221 安芸郡熊野町出来庭1-11-13  Ruhe hair 082-855-3133  

 広島県 730-0005 広島市中区西白島町18-30  セビアン 082-221-3890  
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 広島県 730-0016 広島市中区幟町3-57  CLODEA 082-555-8445  

 広島県 730-0036 広島市中区袋町7-25-3F  ビオレ美容室 082-247-1760  

 広島県 730-0041 広島市中区小町8-2  RIZE HAIR 082-542-0559  

 広島県 730-0805 広島市中区十日市町1-5-20  ATELIER t2 Hair & Nail 082-232-8000  

 広島県 731-0135 広島市安佐南区長束6-4-32  ヘアーブティック クィーン 082-875-7511  

 広島県 733-0834 広島市西区草津新町1-15-9  美・欧紗麗館美容室 082-278-0480  

 広島県 734-0002 広島市南区西旭町15-23  美容室 TAKASHI 082-253-8209  

 広島県 738-0514 広島市佐伯区杉並台47-4  ぱーま屋さん 0829-86-2424  

 広島県 738-0024 廿日市市新宮2-4-11  シャルマン 0829-31-1916  

 島根県 692-0011 安来市安来町1193  スーベニール 0854-22-2615  

 島根県 690-0012 松江市古志原5-14-37  ミスティー美容室 0852-25-8825  

 島根県 690-0132 松江市西長江町1030-2  ビューティーサロン あすみ 0852-36-6288  

 島根県 690-0823 松江市西川津町4205  ジルコニア美容室 0852-31-2277  

 島根県 690-0877 松江市春日町552-9 琴美容室 0852-26-6259  

 島根県 690-0888 松江市北堀町35-9  むらかみ美容室 0852-22-0520  

 島根県 699-0406 松江市宍道町大字佐々布657-6  ビューティーサロン かよこ 0852-66-1355  

 島根県 691-0001 出雲市平田町1613  美容室 サラファ 0853-62-5962  

 島根県 693-0001 出雲市今市町946-1  (有)ヘアーレジェンド タカハシ 0853-21-2112  

 島根県 693-0001 出雲市今市町827-8  サロン・ド ハーズ 0853-25-3790  

 島根県 693-0003 出雲市今市町南本町28-13  (有)ベラミ美容室 0853-22-6275  

 島根県 693-0004 出雲市渡橋町1177-1  ヘアーファッション ｆ-1美容室 0853-21-5907  

 島根県 693-0011 出雲市枝大津町12-5  パーマハウス ティーツー 0853-22-8778  

 島根県 693-0011 出雲市大津町464-1  ゆり美容室 0853-23-1925  

 島根県 693-0021 出雲市塩冶町1212-12  ビューティー ファクトリー 0853-24-2424  

 島根県 693-0052 出雲市松寄下町742-33  アオト美容室 0853-22-5389  

 島根県 699-0631 出雲市斐川町直江4914-7 小沢ビル2F  美容室 レベッカ 0853-72-4107  

 島根県 699-0722 出雲市大社町北荒木748-3  アトリエサロン パレット 0853-53-0456  

 島根県 699-1251 雲南市大東町新庄1269-3  T - Copain・an 0854-45-2224  

 島根県 694-0064 大田市大田町大田イ326-20  シュプール ミホ 0854-82-9001  

 島根県 695-0024 江津市二宮町神主ハ339-2  ナミ美容室 0855-53-2913  

 島根県 696-0312 邑智郡邑南町出羽22-2  ハヤシ美容院 0855-83-0070  

 島根県 609-0011 浜田市後野町634  美容室 ササキ 0855-22-6683  

 島根県 697-0022 浜田市浅井町102-24  ビューティー イクコ 0855-23-4500  

 島根県 697-0022 浜田市浅井町871-11  ビューティサロン まきこ 0855-23-3219  

 島根県 697-0023 浜田市長沢町677-1  マリー美容室 0855-22-7239  

 島根県 697-0031 浜田市紺屋町17-3  ササキ美容室 0855-22-3192  

 島根県 697-0036 浜田市天満町19-2  ビューティーサロン アーツ 0855-23-3282  

 島根県 697-0042 浜田市錦町44  リヨンエコー美容室 0855-23-1774  

 島根県 697-0054 浜田市高田町8-5  前本美容室 0855-22-0192  

 島根県 697-0062 浜田市熱田町710-4  パーマハウス ふしぎの国 0855-27-2737  

 島根県 697-0425 浜田市旭町今市599-6  サカエヤ美容室 0855-45-0065  

 島根県 697-1122 浜田市弥栄町木都賀イ540-5  小松原美容室 0855-48-2122  

 島根県 698-0005 益田市本町7-6  大竹美容室 0856-22-0862  

 島根県 698-0024 益田市駅前町26-10 振興ビル2F  ニシヤマ美容室 0856-23-4837  

 島根県 699-5132 益田市横田町190-6  いしかわ美容室 0856-25-2103  

 島根県 699-5132 益田市横田町203  ローズ美容室 0856-25-2410  

 山口県 743-0021 光市浅江4-1-7-4  サロン・ド エミール 浅江店 0833-71-1200  

 山口県 744-0005 下松市古川町1-4-19  ビューティサロン 由早 0833-41-5000  
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 山口県 744-0032 下松市生野屋西1-5-1  ビューティサロン 由早 0833-44-1177  

 山口県 744-0073 下松市美里町2-6-16  サロン・ド エミール 末武店 0833-45-1505  

 山口県 745-0041 周南市戎町3-18  (有)ビューティサロン 佐竹 0834-21-1765  

 山口県 746-0012 周南市政所2-1-1  ファンタスティック Ｂヘア 0834-64-4500  

 山口県 755-0013 宇部市明治町1-9-1  (有)みつ美容室 0836-21-0688  

 山口県 756-0091 山陽小野田市日の出1-10-27  明星美容室 0836-83-1292  

 山口県 757-0004 山陽小野田市厚狭山川1320-8  ラーク美容室 0836-73-2107  

 山口県 750-0004 下関市中之町5-18  ビューティサロン シャルム 083-222-2992  

 山口県 750-0025 下関市竹崎町2-10-15  (有)アミカ美容室 083-223-9277  

 山口県 751-0833 下関市武久町2-67-5  マチコ美容室 083-253-1147  

 香川県 760-0052 高松市瓦町1-10-14  (有)カワハラ美容室 087-861-8182  

 香川県 761-0101 高松市春日町170-8  アトリエ 名奈 087-843-1183  

 香川県 769-0102 高松市国分寺町国分23１5-7  Atelier Your’s 087-874-9187  

 香川県 769-0201 綾歌郡宇多津町浜一番丁7-18  hairmake Salut 0877-49-7006  

 香川県 769-1102 三豊市詫間町大字松崎1670-1  ロンドンカット MASSA 0875-83-6236  

 徳島県 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜34-39  トータルビューティー Miwa 088-686-5534  

 徳島県 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜586  ヘアーズ 088-686-6885  

 徳島県 772-0012 鳴門市撫養町小桑島字前浜216  (有)コアフィール みま 088-686-0735  

 徳島県 771-0220 板野郡松茂町広島字東裏23-1  ビューティサロン いちやま 088-699-2810  

 徳島県 770-0005 徳島市南矢三町1-10-41  しばの美容室 088-632-2305  

 徳島県 770-0022 徳島市佐古二番町3-17  (有)タケジ美容室 088-652-3338  

 徳島県 770-0861 徳島市住吉4-6-36  サロン・ド うすき 088-622-8637  

 徳島県 770-0906 徳島市東山手町2-20  (有)ファスト美容院 088-652-1618  

 徳島県 770-8003 徳島市津田本町2-2-16  美容室 SAKAI 088-662-1088  

 徳島県 770-8053 徳島市沖浜東1-5  美容室 マルホランド 088-652-1613  

 徳島県 773-0001 小松島市小松島町字外開15-6  ミミー美容室 0885-32-3008  

 徳島県 773-0025 小松島市和田島町前塩田150-3  (有)ムーラン美容室 0885-37-1230  

 徳島県 774-0030 阿南市富岡町東仲町263-1  ツル美容室 0884-22-2757  

 徳島県 775-0203 海部郡海陽町大里字馬谷174-1  米沢美容室 0884-73-0725  

 徳島県 771-5208 那賀郡那賀町仁宇字王子前158-1  (有)ヘアーサロン 若草 0884-62-2378  

 徳島県 776-0010 吉野川市鴨島町鴨島494  岡田美容室 0883-24-2370  

 徳島県 779-3404 吉野川市山川町湯立218-17  (有)浜田美容室 0883-42-2278  

 徳島県 779-3601 美馬市脇町拝原1347  久米美容室 0883-52-1566  

 徳島県 779-4101 美馬郡つるぎ町貞光宮下1-1  真野美容室 0883-62-2323  

 徳島県 771-2501 三好郡東みよし町昼間字佐古616-3  モダン美容室 0883-79-2266  

 徳島県 778-0003 三好市池田町サラダ1801-1  ツツミ美容室 0883-72-0915  

 高知県 784-0043 安芸市川北甲1613  美容室 サザン 0887-34-1732  

 高知県 781-5331 香南市香我美町岸本977  西山美容室 0887-54-3462  

 高知県 780-0045 高知市幸町2-28  なんち美容室 088-873-6467  

 高知県 780-0056 高知市北本町2-2-12  アイ美容室 088-883-5766  

 高知県 780-0062 高知市新本町2-6-27  ミネ ヘア アンド メイク 088-873-8800  

 高知県 780-0804 高知市日の出町4-1  みやた美容室 088-884-8466  

 高知県 780-0843 高知市廿代町18-5  (有)イ ブ 088-822-7064  

 高知県 780-0870 高知市本町5-3-8 植田ビル1F クルル美容室 088-822-7576  

 高知県 780-0870 高知市本町4-2-50 ザ・クラウンパレス新阪急高知4F  (株)シャンゼ 088-875-3217  

 高知県 780-8085 高知市大谷公園町15-3  ヘア ワークス 088-844-0830  

 高知県 781-8136 高知市一宮西町3-11-39  美容室 CUT V 088-845-4229  

 高知県 781-1101 土佐市高岡町甲370-1  ケイーフィールド 088-854-8603  
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 高知県 781-1301 高岡郡越知町甲1995-1  みぎわ美容室 0889-26-0318  

 愛媛県 799-0101 四国中央市川三江町866  ビューティーサロン タニ 0896-58-1076  

 愛媛県 799-0701 四国中央市土居町中村1110  ひまわり美容室 0896-74-3199  

 愛媛県 794-0024 今治市共栄町2-2-57  (有)ビューティーサロン ひらおか 0898-22-6227  

 愛媛県 790-0003 松山市三番町5-9-6  玉 田 089-945-6571  

 愛媛県 790-0005 松山市花園町4-5  樹蘭子 089-945-9597  

 愛媛県 790-0012 松山市湊町6-4-10  ベルモード 089-945-8810  

 愛媛県 790-0822 松山市高砂町1-5-9 城北ハイツ1F  (有)アンテナ 089-926-2388  

 愛媛県 790-0915 松山市松末2-16-17 グレースフルハイツ1F  ビューティーサロン ピアス 089-934-6361  

 愛媛県 790-0924 松山市南久米262-3 第2ゴトービル1F  メイカ美容室 089-975-5766  

 愛媛県 795-0081 大洲市菅田町菅田甲2044  美容室 COCO 0893-25-1722  

 愛媛県 798-3301 宇和島市津島町岩松765  スタイリスト潤の店 0895-32-2226  

 福岡県 800-0055 北九州市門司区東新町1-6-19  ビューティサロン T．M． 093-381-3020  

 福岡県 802-0001 北九州市小倉北区浅野2-13-23-203  アベ美容室 093-521-0692  

 福岡県 802-0006 北九州市小倉北区魚町1-3-25  パリー院 093-521-2252  

 福岡県 803-0817 北九州市小倉北区田町5-17  ビューティサロン まえだ 093-571-0048  

 福岡県 803-0864 北九州市小倉北区熊谷4-1-1  (有)カトレヤ美容室 093-581-3954  

 福岡県 805-0041 北九州市八幡東区祝町2-5-6-201  サロンドボーテ タマノ 093-652-4300  

 福岡県 806-0027 北九州市八幡西区菅原町6-42  Booby trap 093-644-0890  

 福岡県 800-0352 京都郡苅田町富久町2-35-19  M’S hair studio 093-436-1051  

 福岡県 809-0011 中間市岩瀬西町40-21  ビースクエアー みのり 093-246-5005  

 福岡県 822-0024 直方市須崎町2-17  きよみ美容室 須崎店 0949-25-1458  

 福岡県 822-0024 直方市須崎町4-17  サロン・ド ヌーボ 0949-23-1413  

 福岡県 811-3431 宗像市田熊816-7 マイフビル  (有)ビューティ Ｋ＆Ｙ 0940-36-3634  

 福岡県 825-0002 田川市大字伊田4976  T ・ stage 0947-45-3616  

 福岡県 825-0015 田川市伊田町7-17  ビューティサロン ふさこ 0947-45-7777  

 福岡県 826-0025 田川市大黒町3-4  ファブリック 0947-42-4102  

 福岡県 820-0206 嘉麻市鴨生東町199-2  アサノ美容室 0948-42-1082  

 福岡県 820-0040 飯塚市吉原町5-3  PIECES 0948-29-2636  

 福岡県 820-0043 飯塚市西町4-53  ヘアグラシューラフィネ 0948-22-5048  

 福岡県 810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1-224 サンセルコ内  サカエ ビューティサロン 092-713-8011  

 福岡県 810-0026 福岡市博多区下川端町10-16-1F  アンティエ 092-271-4323  

 福岡県 810-0041 福岡市中央区大名2-1-53 天神吉田ビル8F ラ ボーテ ヤスモリ 092-726-6638  

 福岡県 810-0054 福岡市中央区今川1-10-36  ピュア ウェーブ 092-714-5058  

 福岡県 810-0055 福岡市中央区黒門8-12  シルクヘアー 092-732-8665  

 福岡県 810-0801 福岡市博多区中洲5-1-20  ビューティサロン 東京堂 092-291-7777  

 福岡県 812-0018 福岡市博多区住吉1-6-6-4F ジョイナス ブライダルサロン 092-263-5035  

 福岡県 812-0022 福岡市博多区博多駅中央街4-23-4F  (有)東京スタイル美容室  
ホテルセントラーザ博多店 092-260-7288  

 福岡県 814-0015 福岡市早良区室見2-16-21-2F  ハイスタイルサロン ホットリップ 092-822-1516  

 福岡県 815-0082 福岡市南区大楠3-8-7  サロン・ド 東京 092-521-9343  

 福岡県 819-0002 福岡市西区姪浜3-2-16  さろんど ゆう 092-881-0853  

 福岡県 819-0373 福岡市西区周船寺2-10-46  ヘアメール たに 092-807-0189  

 福岡県 830-0031 久留米市六ツ門町11-5  ヘアモードスタジオ クリア 0942-39-2882  

 福岡県 830-0049 久留米市大石町71  ヘアーサロン 月兎 0942-32-0230  

 福岡県 830-0062 久留米市荒木町白口1119-6  Hair Studio ミルキーウェイ 0942-27-1164  

 福岡県 839-0826 久留米市山本町耳納1655-1  美容室 ユニー 0942-47-3275  

 福岡県 831-0004 大川市榎津153-3  ヘアメイク オレンジ 0944-88-2299  

 福岡県 832-0806 柳川市三橋町柳河589-6  キンダーガーデン 0944-72-0909  
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 福岡県 837-0925 大牟田市白川283-74  エル美容室 0944-54-9275  

 福岡県 834-1221 八女市黒木町今20-2  サニイ美容室 0943-42-0320  

 佐賀県 841-0032 鳥栖市大正町764-9  総合美容院 スワン 0942-82-3592  

 佐賀県 841-0067 鳥栖市西田町152  サロン・ド・エイ子 0942-82-6503  

 佐賀県 842-0107 神埼市神埼町鶴918-1  ルイ美容室 0952-52-4468  

 佐賀県 840-0003 佐賀市蓮池町古賀1087-10  ビューティ あかね 0952-97-1533  

 佐賀県 840-0008 佐賀市巨勢町大字牛島580-12  シャロン美容室 0952-24-4355  

 佐賀県 840-0027 佐賀市本庄町本庄973-6  ビューティサロン トモ 0952-23-1821  

 佐賀県 840-0027 佐賀市本庄町本庄1241  ひろ美容室 0952-22-1680  

 佐賀県 840-0047 佐賀市与賀町3-4  ビューティック 二葉 0952-22-5674  

 佐賀県 840-0813 佐賀市唐人町1-1-16  ふじま美容室 0952-26-5458  

 佐賀県 849-0302 小城市牛津町柿樋瀬1131-3  吉丸美容ルーム 0952-66-0071  

 佐賀県 849-0302 小城市牛津町柿樋瀬795-4  土井美容室 0952-66-0533  

 佐賀県 846-0012 多久市東多久町大字別府3356-18  ビューティサロン 聖 0952-76-3506  

 佐賀県 849-1112 杵島郡白石町福田1568-4  (有)ビューティサロン なかむら 白石店 0952-84-2171  

 佐賀県 849-1203 杵島郡白石町戸ヶ里1753-1  (有)ビューティサロン なかむら 有明店 0954-65-3011  

 佐賀県 848-0045 伊万里市松島町234-5  ビューティー マーキュリー 0955-23-3890  

 佐賀県 848-0047 伊万里市伊万里町甲316  キク美容室 0955-22-2711  

 佐賀県 848-0047 伊万里市伊万里町甲79  ヘアーサロン Come Come 0955-23-5513  

 佐賀県 844-0018 西松浦郡有田町本町丙850  ビヨンド 輝 0955-42-3703  

 佐賀県 849-4161 西松浦郡有田町蔵宿丙2765-17  ふじ美容室 0955-46-3127  

 佐賀県 843-0151 武雄市若木町大字川古8362  美容室 アンアン 0954-26-2992  

 長崎県 848-0403 松浦市福島町塩浜免2944-6  あいえむ美容室 0955-47-2333  

 長崎県 857-0361 北松浦郡佐々町小浦免1020-5  アトリエ みゆき 0956-62-2821  

 長崎県 857-0016 佐世保市俵町10-1  フローラ美容室 0956-22-2996  

 長崎県 857-0032 佐世保市宮田町5-1  北川美容室 0956-22-2888  

 長崎県 857-0053 佐世保市常磐町8-13  ヘアーメイク ヴァリエ 0956-25-7597  

 長崎県 857-0841 佐世保市大宮町20-3  ビューティ とよむら 0956-31-0340  

 長崎県 857-0872 佐世保市上京町5-1  ヘアーサロン とみい 0956-22-3494  

 長崎県 857-0873 佐世保市宮崎町3-15  ヘアー＆フェイス ゆき 0956-29-3530  

 長崎県 857-1151 佐世保市日宇町2704-2  ビューティーサロン 大川 0956-31-4501  

 長崎県 858-0918 佐世保市相浦町139  サロン・ド ヤマグチ 0956-48-3695  

 長崎県 859-3619 東彼杵郡川棚町新谷郷148-1  美容室 KU・RA・RA 0956-83-3489  

 長崎県 854-0001 諌早市福田町20-30  美容室 マイ・スペース 0957-23-7921  

 長崎県 854-0022 諫早市幸町12-8  シャンゼリーゼ美容室 0957-23-6297  

 長崎県 854-0035 諌早市宗方町12-4  渡辺美容室 0957-23-0756  

 長崎県 854-0514 雲仙市小浜町北本町2  ながさき美容院 0957-74-2878  

 長崎県 854-0514 雲仙市小浜町北本町926-5  ユービ美容室 0957-74-2908  

 長崎県 854-0703 雲仙市南串山町丙1934-1  エトワール・ティエラ 0957-88-3386  

 長崎県 859-1325 雲仙市国見町多比良戊987-1  美容室 Woody 0957-78-2230  

 長崎県 850-0875 長崎市栄町6-18  Wis．Bors． 095-824-9986  

 長崎県 850-0954 長崎市新戸町3-19-3  美容室 YOU 095-878-1163  

 長崎県 851-3101 長崎市西海町1728-11  カツキ美容室 095-884-2207  

 長崎県 852-8155 長崎市中園町13-17  ちづる美容室 095-844-7536  

 長崎県 851-2105 西彼杵郡時津町浦郷272-3  美パーマキャム 095-882-8071  

 熊本県 861-0331 山鹿市鹿本町来民1108  東京堂美容室 0968-46-2411  

 熊本県 861-0533 山鹿市古閑1069-6  (有)大住美容室 0968-44-6277  

 熊本県 861-1331 菊池市隈府迎町289  ナニワ美容室 0968-24-2692  
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 熊本県 861-1331 菊池市隈府877-6  舞美容室 0968-25-0230  

 熊本県 865-0016 玉名市岩崎36-3  Tomi - Salon 0968-73-5938  

 熊本県 865-0064 玉名市中1729  (有)サロン・ド くみこ 0968-74-2588  

 熊本県 860-0057 熊本市西区八島町2-10-20  マギー・メイ美容室 096-324-1841  

 熊本県 861-4111 熊本市南区合志2-13-51  どりーむ美容室 096-357-9892  

 熊本県 862-0924 熊本市中央区帯山3-16-11  サロン・ド 一徳 096-385-2844  

 熊本県 862-0925 熊本市東区保田窪本町15-50  (有)ドルチェ美容室 096-381-5559  

 熊本県 862-0945 熊本市東区画図町下無田1137-5  美容室 ファンタジー 096-378-4826  

 熊本県 862-0950 熊本市中央区水前寺1-21-26  丸善美容室 096-382-8915  

 熊本県 869-0532 宇城市松橋町久具751-1-2F  BP J’S  松橋店 0964-33-6005  

 熊本県 869-0621 宇城市小川町小川160-1  野田美容室 0964-43-1077  

 熊本県 866-0894 八代市緑町7-6  ヘアーデザイン ラフテルピース 0965-32-9554  

 熊本県 866-0895 八代市大村町789-1  美容室 きらら 0965-31-6706  

 熊本県 867-0051 水俣市昭和町2-4-8  Beauty Rey Passion 0966-62-2585  

 熊本県 869-1103 菊池郡菊陽町久保田168  サロン・ド 菊池 096-232-2415  

 大分県 873-0202 国東市安岐町瀬戸田731-3  ウメダ 0978-67-0839  

 大分県 873-0212 国東市安岐町塩屋273-1  (有)アップサイド 0978-67-3373  

 大分県 873-0502 国東市国東町田深883  コスモス美容室 0978-72-1588  

 大分県 873-0503 国東市国東町鶴川1337  サロン・ド ケイ 0978-72-2508  

 大分県 873-0643 国東市国東町富来浦1389-2  カ コ 0978-74-1259  

 大分県 879-0608 豊後高田市呉崎1555-1  いとう 0978-22-1050  

 大分県 872-0102 宇佐市大字南宇佐2294  加 徳 0978-37-3257  

 大分県 879-0308 宇佐市下高塚1070  ハマ美容室 0978-32-1623  

 大分県 879-0312 宇佐市大字荒木540-3  オトメ 0978-32-4978  

 大分県 879-0464 宇佐市大塚692-2  (有)スター美容院 0978-32-0366  

 大分県 879-4413 玖珠郡玖珠町大字塚脇168-10  サロン・ド すねいく 0973-72-3086  

 大分県 879-4413 玖珠郡玖珠町塚脇179  センター 09737-2-0669  

 大分県 877-0015  日田市中央1-5-15  美容室 くりっぷ 0973-23-1189  

 大分県 877-0024 日田市南元町11-7  ウインザ美容室 0973-24-4757  

 大分県 877-0024 日田市南元町16-3  田島美容室 0973-23-8978  

 大分県 877-0025 日田市田島3-1733-40  アスカ美容室 0973-24-0611  

 大分県 877-0061 日田市石井町2-570-1  美容室 すパイス 0973-23-6015  

 大分県 877-0201 日田市大山町西大山5885  タカムラ 0973-52-3225  

 大分県 874-0910 別府市石垣西9-4-15  (有)エルム美容室 0977-24-7581  

 大分県 874-0919 別府市石垣東2-8-18  アンジェリング 0977-23-5577  

 大分県 874-0936 別府市中央町1-5  マミー美容室 0977-23-4572  

 大分県 874-0938 別府市末広町5-20  美容室 CROWN 0977-24-3442  

 大分県 874-0943 別府市楠町7-5  hair coco・cachette 0977-21-0852  

 大分県 879-5102 由布市湯布院町川上2945  フランス 0977-84-2371  

 大分県 870-0021 大分市府内町1-4-27  (有)サロンド・ミナコ 097-533-0748  

 大分県 870-0022 大分市大手町3-3-30  (有)大手町会館 エッチ美容室 097-532-6623  

 大分県 870-0031 大分市勢家町4-6-26  (有)ミリオン美容室 097-532-5719  

 大分県 870-0035 大分市中央町2-2-18  ビューティサロン ヤスコ 097-536-4104  

 大分県 870-0035 大分市中央町2-6-30  アルティスト 097-513-5151  

 大分県 870-0035 大分市中央町2-7-25  (有)ビアンクリエーションしゃれとん 097-536-0219  

 大分県 870-0044 大分市舞鶴町2-7-7  ビューティーサロン 愛知（エチ） 097-536-0288  

 大分県 870-0104 大分市南鶴崎1-1-5  (有)ぎんざ 097-521-4866  

 大分県 870-0104 大分市南鶴崎1-3-5  ミラー美容室 097-527-3363  
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 大分県 870-0105 大分市西鶴崎1-10-7  しらゆり 097-527-2361  

 大分県 870-0137 大分市寺崎町2-3-3  モ ネ 097-556-2021  

 大分県 870-0161 大分市明野東1丁目2-10  ジル・デ・アッチ 097-552-5772  

 大分県 870-0308 大分市坂ノ市南1-6-11  髪おしゃれ 097-593-1662  

 大分県 870-0852 大分市田中町11-1  BiBi 097-547-2345  

 大分県 870-0952 大分市下郡北3-457-7  オラシオン 097-569-2880  

 大分県 870-1223 大分市大字今市2582  今 市 097-589-2513  

 大分県 875-0041 臼杵市横町2組  さくらんぼ 0972-62-3202  

 大分県 875-0041 臼杵市新町630  ヘアサロン はるみ 0972-62-4559  

 大分県 875-0041 臼杵市港町1組  メリー 0972-62-3215  

 大分県 875-0041 臼杵市港町本通り8組  銀 座 0972-62-5434  

 大分県 875-0052 臼杵市温井10組  カットサロン ちかこの店 0972-63-0756  

 大分県 875-0052 臼杵市市浜645-1-102  髪結 ゆめり 0972-63-8139  

 大分県 875-0073 臼杵市掻懐7  ビューティサロン・ミサ 0972-65-3261  

 大分県 875-0083 臼杵市井村2115-4  ビューティーサロン そよ 0972-63-3253  

 大分県 875-0201 臼杵市野津町野津市267-3  さとりの店 0974-32-4140  

 大分県 879-2401 津久見市大字千怒5048番  くみ美容室 0972-82-3821  

 大分県 879-2442 津久見市港町10-21  てるみ 0972-82-4456  

 大分県 879-6441 豊後大野市大野町田中104-1  マミー美容室 0974-34-2021  

 大分県 879-6601 豊後大野市緒方町馬場208-2  多 喜 0974-42-3589  

 大分県 879-7111 豊後大野市三重町下赤嶺929  ヘアークラフト・セイコ 0974-22-7682  

 大分県 879-7131 豊後大野市三重町市場33-7高砂ビル2F  HAIR PLANNER 美，DO 0974-22-2033  

 大分県 879-7131 豊後大野市三重町市場667-10  スター 0974-22-3835  

 大分県 876-0832 佐伯市船頭町7-13  サロン・ド 恵 0972-23-6528  

 大分県 876-0841 佐伯市来島町28-12  ビューティーサロン 秋桜 0972-23-7584  

 大分県 878-0402 竹田市直人町長湯7628-3  ビューティパーラー 美智子 0974-75-3300  

 宮崎県 882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1485-2  ビューティサロン ユウ 0982-72-2206  

 宮崎県 882-0005 延岡市夏田町430-1  美創館 タグチ 0982-33-6543  

 宮崎県 882-0034 延岡市昭和町1-4-8  ビューティーハウス りつこ 0982-34-6531  

 宮崎県 882-0803 延岡市大貫町5-1610-1  美鈴館 0982-22-1238  

 宮崎県 882-0827 延岡市新町2-1  ア ミ 0982-34-6045  

 宮崎県 883-0042 日向市高砂町185  トーホー 0982-52-3380  

 宮崎県 883-0051 日向市向江町1-209-17  Ulure HAIR 0985-54-2080  

 宮崎県 883-0061 日向市大王町1-79  へあ＆めいく はい・ちゃ～む． 0982-52-7988  

 宮崎県 883-0061 日向市大王町5-26  美容室 卑弥呼 0982-54-0230  

 宮崎県 884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋989-1  Embellir 0983-23-6366  

 宮崎県 884-0003 児湯郡高鍋町大字南高鍋6755-14  ミ キ 0983-22-1213  

 宮崎県 881-0005 西都市大字三宅2945-1  ドリーム 0983-43-0304  

 宮崎県 880-0031 宮崎市船塚1-28-1  (有)サロン・ド・フジエ 0985-20-9324  

 宮崎県 880-0033 宮崎市神宮西2丁目268 楠田ビル1F  髪芝居 0985-22-0477  

 宮崎県 880-0805 宮崎市橘通東4-6-19 ナガトヤビル2F  ビューティ なかがわ 0985-22-6719  

 宮崎県 880-0805 宮崎市橘通東1-4-12  ビューティ ヒラベ 0985-22-3715  

 宮崎県 880-0805 宮崎市橘通東3-3-7 福田ビル2Ｆ  ヘアメイク NOVA 0985-23-3595  

 宮崎県 880-0805 宮崎市橘通東2-6-6  甲斐いつ子乃美容室 0985-28-8022  

 宮崎県 880-0844 宮崎市柳丸町2-1  JILL STANDARD 0985-55-0706  

 宮崎県 880-0875 宮崎市曽師町73  美容室 ハヤセ 0985-24-3330  

 宮崎県 880-0921 宮崎市本郷南方4140-1  ヘアースカイ 智 0985-56-8008  

 宮崎県 880-0934 宮崎市大坪東1-20-41  ルミ美容室 0985-50-4564  
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 宮崎県 880-0936 宮崎市天満2-6-15  森田美容室 0985-52-0330  

 宮崎県 889-1602 宮崎市清武町今泉丙2648-1  ビューティ ウェーブ 0985-85-5030  

 宮崎県 889-1604 宮崎市清武町西新町515-1  クラスワン いちこ 0985-85-0334  

 宮崎県 889-1606 宮崎市清武町池田台18-5  (有)TRUSTY美容室 ときとう 0985-85-6516  

 宮崎県 880-8512 宮崎市松山1-1-1 宮崎観光ホテル1F  ヤマノビューティ ウェルネス 0985-29-7124  

 宮崎県 886-0004 小林市大字細野443  ヘア メイク・ワッズ 0984-22-3666  

 宮崎県 886-0006 小林市北西方180-1  Roots Place 0984-48-6655  

 宮崎県 886-0007 小林市大字真方261-3  ビューティー まえだ 0984-22-2276  

 宮崎県 889-4234 えびの市永山26-2  プリンス 千草 0984-35-2803  

 宮崎県 889-1802 都城市山之口町花木2294-11  ぱーま屋 金太郎 0986-57-2058  

 宮崎県 885-0002 都城市太郎坊町2005-1  ビューティ 愛子 0986-46-7117  

 宮崎県 885-0004 都城市都北町5521-2  美容室 フリップ 0986-38-4616  

 宮崎県 885-0012 都城市上川東2-31-16  彩 華 0986-26-3680  

 宮崎県 885-0022 都城市小松原町3-6  美容室 くれよん 0986-25-3331  

 宮崎県 885-0025 都城市前田町2-6  スタート 0986-24-6599  

 宮崎県 885-0042 都城市上長飯町37-8-2  サロン．ド．オオノ 0986-24-1981  

 宮崎県 885-0052 都城市東町14-15  ＩＤ 0986-25-3391  

 宮崎県 885-0086 都城市久保原町33-21  美容室 いけだ 0986-25-0092  

 宮崎県 889-1901 北諸県郡三股町樺山4724-13  美容室 杏樹 0986-52-6623  

 宮崎県 889-1914 北諸県郡三股町蓼池3609-2  美容室 さとみ 0986-52-2558  

 宮崎県 889-3141 日南市大堂津3-4-7  サンライブ スミ 0987-27-0152  

 宮崎県 887-0005 日南市材木町8-16  ビューティークリニック たま 0987-22-3611  

 宮崎県 887-0022 日南市上平野町1-6-2  みのり 0987-23-1471  

 鹿児島県 895-2511 伊佐市大口里687-3  岩 下 0995-22-7561  

 鹿児島県 895-2708 伊佐市菱刈川北2084-10  ビューティ・サロン すみれ 0995-26-2424  

 鹿児島県 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地1558-1  エビス 0996-53-0306  

 鹿児島県 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地1222  サロン・ド 外越 0996-53-3747  

 鹿児島県 899-1624 阿久根市大丸町145  ケイコ 0996-72-1208  

 鹿児島県 899-1628 阿久根市塩鶴町1-244  (有)ミ コ 0996-73-1018  

 鹿児島県 895-0027 薩摩川内市西向田町11-26  (有)マリコ 0996-20-3950  

 鹿児島県 899-2201 日置市東市来町湯田3230-1  ア ケ 099-274-5437  

 鹿児島県 897-0006 南さつま市加世田本町18-17  D、E、N 0993-53-7654  

 鹿児島県 897-0006 南さつま市加世田本町20-6  みどり 0993-53-3757  

 鹿児島県 897-0132 南九州市川辺町中山田148  文 化 0993-57-2436  

 鹿児島県 897-0302 南九州市知覧町郡5179-4  ART・SPACE 髪ING 0993-83-4412  

 鹿児島県 897-0302 南九州市知覧町郡74  の ぶ 0993-83-2106  

 鹿児島県 891-0702 南九州市頴娃町牧之内2992  さこだ 0993-36-0342  

 鹿児島県 891-0704 南九州市頴娃町別府2982-5  やました 0993-38-1174  

 鹿児島県 891-0311 指宿市西方2079-1  美容室 IKEFUJI 0993-25-4044  

 鹿児島県 890-0002 鹿児島市西伊敷4-50-2  モ リ 099-220-4658  

 鹿児島県 890-0005 鹿児島市下伊敷1-39-2  ナカハラ 099-220-5199  

 鹿児島県 890-0021 鹿児島市小野3-14-17  フクモリ 099-220-9892  

 鹿児島県 890-0056 鹿児島市下荒田3-18-4  ク ミ 099-255-1552  

 鹿児島県 890-0073 鹿児島市宇宿4-21-1  いしかわ 099-264-4325  

 鹿児島県 890-0073 鹿児島市宇宿1-26-8  ヘアメイク サッカ 099-251-5556  

 鹿児島県 890-0082 鹿児島市紫原2-22-1  ビューティクリニック 麻梨 099-256-5537  

 鹿児島県 891-0102 鹿児島市星ヶ峯2-3-3  ヘアーデザイナー A & R 099-265-0801  

 鹿児島県 891-0113 鹿児島市東谷山2-8-5 ラフィーネTMI101  ヘアーメイク MAHOU-NO-TE 099-260-3211  
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 鹿児島県 891-0150 鹿児島市坂之上6-22-25  エミ美容室 099-261-7300  

 鹿児島県 892-0827 鹿児島市中町3-10-56  春 田 099-224-6751  

 鹿児島県 892-0828 鹿児島市金生町7-7 AKビル2F  しげのぶ美容室 099-222-7040  

 鹿児島県 892-0842 鹿児島市東千石町19-7  (有)てらやま 099-225-1355  

 鹿児島県 892-0842 鹿児島市東千石町5-16  (有)司 099-223-1016  

 鹿児島県 892-0842 鹿児島市東千石町2-19 ゆきざき宝石ビル3F  ビューティサロン VAN 099-222-3884  

 鹿児島県 892-0842 鹿児島市東千石町13-19 天文館第二ビル  hair salon Toyama 099-222-6487  

 鹿児島県 892-0842 鹿児島市東千石町16-14-2F  Juno 099-225-0905  

 鹿児島県 892-0844 鹿児島市山之口町9-30 高橋ビル4F  順 子 099-225-5088  

 鹿児島県 892-0871 鹿児島市吉野町3322-32  まちだ 099-243-7272  

 鹿児島県 892-0871 鹿児島市吉野町3074-13  竹 下 099-243-0737  

 鹿児島県 899-5431 姶良市西餅田381-2  イマージュ・ヒラ 0995-67-2823  

 鹿児島県 899-4312 霧島市国分山下町21-15  ビューティ スペース Be 0995-47-4111  

 鹿児島県 899-5111 霧島市隼人町姫城1072-1  (有)セイナ 0995-42-0618  

 鹿児島県 899-8607 曽於市末吉町本町1-5-10  (有)春 代 0986-76-0153  

 鹿児島県 899-7103 志布志市志布志町志布志1-1-7  IMAGE de Beaux cheveux 099-472-0472  

 鹿児島県 893-0015 鹿屋市新川町156-10  美容室 アズーリ 0994-40-3588  

 鹿児島県 893-0025 鹿屋市西祓川町1133  カッティングサロン 山下 0994-43-4558  

 鹿児島県 893-0047 鹿屋市下堀町9581-1  平 原 0994-43-5017  

 鹿児島県 893-1603 鹿屋市串良町岡崎1981-2  ヒロ子 0994-63-7121  

 鹿児島県 893-2502 肝属郡南大隅町根占川南3669  エ ミ 0994-24-2920  

 鹿児島県 894-0027 奄美市名瀬末広町12-4  カッティング・ハウス モッズ 0997-52-9885  

 鹿児島県 894-0036 奄美市名瀬長浜町22-21  美容室 CHEDU 0997-53-3847  

 鹿児島県 891-7101 大島郡徳之島町亀津7538-2  ビューティサロン 盛 0997-83-2345  

 沖縄県 905-0421 国頭郡今帰仁村字越地282-1  ヘアメイク 282 0980-56-5730  

 沖縄県 905-0017 名護市大中2-1-5  アップ ウェデング 0980-53-0112  

 沖縄県 905-0021 名護市東江4-21-3  ビューティーサロン みゆき 0980-53-4720  

 沖縄県 904-1105 うるま市石川白浜1-2-7  シルバー美容室 098-964-3523  

 沖縄県 904-2214 うるま市安慶名3-8-6  Anon美容室 098-972-4405  

 沖縄県 904-2222 うるま市字上江洲113-3  びよう みや 098-973-9242  

 沖縄県 904-2236 うるま市喜仲2-10-22  喜仲美容室 098-973-9026  

 沖縄県 904-2314 うるま市勝連町平屋敷448-1  ポニー美容室 098-978-2739  

 沖縄県 904-0003 沖縄市住吉1-8-13  Ｏ・Ｋ美容室 098-938-8971  

 沖縄県 904-0022 沖縄市園田1-1-7  ゆき美容室 098-933-5556  

 沖縄県 901-2203 宜野湾市野嵩1-50-3  美容室 シーズ～フジ～ 098-892-2223  

 沖縄県 901-2132 浦添市伊祖2丁目16-12  ビューティ いずみ 098-877-7817  

 沖縄県 902-0064 那覇市寄宮2-35-49  親泊美容室 098-834-0804  

 沖縄県 902-0067 那覇市安里382-2  カットハウス アリス 098-886-6187  

 沖縄県 903-0804 那覇市首里石嶺町3-57-6  ヘアブティック グー 098-885-6330  

 沖縄県 903-0825 那覇市首里山川町1-68-2F  (有)モード美容室 098-886-8557  

 沖縄県 901-1111 島尻郡南風原町字兼城278-5  ウィング美容室 098-888-2541  

 沖縄県 901-0305 糸満市西崎1-37-18 メゾンUEHARA  美容室 ゆう・ゆう 098-994-3715  

 沖縄県 907-0022 石垣市大川184-6  エクセル美容室 0980-82-0783  

 沖縄県 907-0022 石垣市大川545-25  サロン・ド キミコ 0980-82-7867  

 沖縄県 907-0022 石垣市大川279-3  ヘア・アトリエ Ｍ 0980-82-0990  
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