
店舗名 住所 電話番号

ヤマノ　ビューティウエルネスサロン　銀座本店 中央区銀座３丁目４－８ 03-6834-2488

曽根川　美容室 中央区銀座５丁目９－１４　銀座ニューセントラルビル　２Ｆ 03-3571-5089

ビューティ　ナカムラヤ 中央区京橋２丁目１１－１１ 03-3561-3991

Ｔ＆Ｓ　美容室 中央区築地５丁目１－１　国立ガンセンター　１９Ｆ 03-5565-3200

（有）林　美容室 中央区銀座７丁目１２－２ 03-3541-9366

スミヨシ　美容室 中央区勝どき２丁目１０－９ 03-3531-3043

ミチコ　美容室 中央区月島１丁目１９－７ 03-3531-6726

サロンド　アンジェリック 中央区月島１丁目２－１２ 03-3531-6615

ノーブルパール　美容室 中央区銀座８丁目７－１１ 03-3571-3096

デビュー　美容室 中央区銀座１丁目２　ギンザインズ３ 03-3562-3792

ＦＥＥＲＩＥ　ｌａ　ｍｅｒ 中央区勝どき２丁目１０－１４　ロードスビル　２Ｆ 03-5547-9080

ビューティサロン　木かげ 中央区佃２丁目１１－１２ 03-3533-8895

プリームム　ＴＣ 中央区銀座３丁目５－１６　第二島田ビル２Ｆ 03-3561-1817

ラパン　美容室 中央区銀座８丁目５－８　川端ビル　６Ｆ 03-3572-8485

サロン・ド・菊丸 中央区銀座６丁目１２－１７　錦光ビル２Ｆ 03-3571-2345

シュ・ヴー　美容室 中央区築地２丁目１２－８　マルミビル　２Ｆ 03-3541-0059

ＦＥＥＲＩＥ　ｅｓｔ 中央区佃３丁目２－１０　オーケンビル　２Ｆ 03-5547-1777

サロンド　アクトレス 中央区銀座５丁目１－１６　西銀座ビル　５Ｆ 03-3572-0797

ルナ　美容室 中央区築地１丁目１２－１４　エトビル　４Ｆ 03-3541-0769

ラ・ピエス 中央区銀座５丁目８－５　ニューギンザビル１０号館　３Ｆ 03-3569-0229

遠藤波津子美容室　銀座店 中央区銀座１丁目５－８　ウイローアベニュービル　１Ｆ 03-3564-5071

アロン　美容室 中央区銀座２丁目１０－８　マニエラ銀座　２Ｆ 03-6228-4977

サロンド　アミーカ 中央区築地４丁目３－１２－４１２ 03-5550-2203

サロン　ホシ 中央区銀座４丁目１４－６　平田ビル２Ｆ 03-3546-6036

サロンド　ベジェッサ 中央区銀座２丁目２－１９　藤間ビル２Ｆ 03-3564-5107

ヘア　レ・ヴィジョン 中央区銀座５丁目９－１２　ダイヤモンドビル　７Ｆ 03-3569-0601

ヘアー　アージュ 中央区銀座４丁目３－２　橋ビル　４Ｆ 03-3538-1388

スピード 中央区銀座５丁目８－１７ 03-3572-7717

スピン　ヘアーワークス 中央区銀座５丁目１０－６　御幸ビル　４Ｆ 03-5568-7290

瑠璃　美容室 中央区銀座７丁目７－１５　スキャンティックビル　２Ｆ 03-3574-6334

ブルーム　スイート 中央区銀座１丁目８－１　池田園ビル　３Ｆ 03-5159-0872



店舗名 住所 電話番号

サッスーン　カット 中央区銀座４丁目６－１８　銀座アクトビル　８Ｆ 03-3535-5251

ヘアサロン　ロゼッタ 中央区銀座５丁目５－１　マツモトキヨシビル　５Ｆ 03-3289-8117

ＦＥＥＲＩＥ　ＧＩＮＺＡ 中央区銀座１丁目５－１１　銀座クリスタルタワー　３．４Ｆ 03-3538-7555

ｍｏｄｅｓｔｅ 中央区新川２丁目２１－９　第二田村ビル　２Ｆ 03-3537-7785

Ｍ・ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ　ＧＩＮＺＡ 中央区銀座４丁目３－９　クイーンズハウス　５Ｆ 03-3561-7351

タカオ美容室 中央区銀座２丁目１２－８－２Ｆ 03-5565-9910

ヘアメイクアップ　アリア 中央区銀座３丁目１１－１　銀座参番館ビル４Ｆ 03-6226-5067

スタジオ・雛 中央区築地３丁目１３－５ 03-3543-0700

サウス　ウェーヴ 中央区銀座４丁目８－１４　銀座陽光ビル　Ｂ１ 03-3561-8280

ヘア・オブ・ザ・ビーズ 中央区銀座７丁目７－１４　博栄ビル　４Ｆ 03-3573-1336

Ｋａｋｉｍｏｔｏ　ａｒｍｓ銀座店 中央区銀座６丁目８－７　交詢ビル　３Ｆ 03-5537-1088

ＭａＱｕｅｅｎ 中央区銀座３丁目１１－８－３Ｆ 03-5761-8383

ラブラ 中央区銀座３丁目１４－４　谷口ビル１Ｆ 03-6264-7556

ＦＥＥＲＩＥ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ　ＴＯＷＥＲＳ 中央区勝どき６丁目３－１　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯＴＯＷＥＲＳ　４Ｆ 03-5144-8211

ＡＮＴＥＲＥＴ 中央区銀座１丁目１３－９　栄楽ビル２Ｆ 03-3563-2611

アンファンユニック 中央区銀座１丁目２８－１４　小張ビル　１Ｆ 03-3564-9060

ＧＩＮＺＡ　ＣＩＲＯ 中央区銀座７丁目９－１６　ロータリービル　Ｂ１ 03-3573-4198

hair salon N 中央区銀座２丁目７－６　新銀二ビル３Ｆ 03-6228-6099

Ｍ’ｓ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 中央区勝どき１丁目７－１ サンスクエア２０２－１ 03-3533-3151

クローバー 中央区佃２丁目２１－８ 03-3532-7417

ＦＬＯＷ 中央区銀座２丁目４－１９　アサノ第３ビル３Ｆ 03-3564-6238

ヘアーサロン　プラス　アーティスタ 中央区銀座１丁目９－１２　西山興業東銀座ビル３Ｆ 03-5579-9887

ＫＯＺＯ　ｗ　ＡＶＥＤＡ 中央区銀座３丁目６－１　松屋６Ｆ 03-6228-7855

美容室ウサギ 中央区銀座２丁目１１－１３　歌茶屋ビル６Ｆ 03-6264-0396

ＮＥＳＴ 中央区入船２丁目３－９　平成新富町ビル１Ｆ 03-6228-3014

ａｍｉｓ　ｂｙ　ａｉｒ 中央区銀座７丁目１０－５　The ORB Luminous 3F 03-3573-1555

Ｂｒａｎｃｈｅｅ 中央区銀座１丁目５－２　西勢ビル７Ｂ 03-5579-9514

Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　Ａｙｕｎｇ 中央区銀座４丁目３－７－４Ｆ 03-3538-3535

美容室螢 中央区銀座８丁目４－２３　クレグランビル５Ｆ 03-6274-6808

アイラッシュサロンプリムール 中央区銀座４丁目８－２　三福ビル２Ｆ 03-3561-2570

ＲＡＣＯＴＡ 中央区銀座１丁目８－１　銀座ＳＦビル４Ｆ 03-6228-6936



店舗名 住所 電話番号

Ｓｈｅｌｌ　Ｂｅａｒ 中央区銀座６丁目１３－５　銀座ＮＨビル３Ｆ 03-6264-3577

ＦＵＭＰ 中央区銀座４丁目１０－１　ＨＯＬＯＮ－ＧＩＮＺＡ３Ｆ 03-6278-8865

ＤＲＥＳＳ　ＮＹ　８１ 中央区銀座１丁目２２－１１ 03-3564-0381

muru chura 中央区銀座１丁目６－６　ギンザアローズ４Ｆ 03-6264-4550

Beauty and Care CALON 中央区銀座５丁目１３－１９　デュープレックスタワー銀座５Ｆ 03-6278-8584

FEERIE FRANCOISE 中央区入船３丁目１－１３　センタービレッジ築地５Ｆ 080-4665-0555

フローレン 中央区銀座１丁目２７－１２　キャビネットビル３Ｆ 03-6264-4057

Ｆｏｒｔｕｎａ 中央区銀座６丁目７－８　フロンティアビルＢ１Ｆ 03-6264-5010

Ｎｉｃｏ　ｈｏｕｓｅ 中央区銀座１丁目１５－１３　ＶＯＲＴ銀座４０５ 03-0000-0000

．Ｆａｂ 中央区新富２丁目５－２ 03-3297-7707

ＦＩＬＭＳ 中央区銀座１丁目８－７－６Ｆ 03-6263-2966

fleu de eLan 中央区新川１丁目１５－６ 03-6804-2325

Eyelash salon kerria 中央区銀座１丁目１９－３銀座ユリカビル７階 03-6875-2582

ｓｅｒｉｎ　銀座本店 中央区銀座５丁目１０－６　第一銀座ビル４Ｆ 03-3573-3112

ＥＵＰＨＯＲＩＡ 中央区銀座５丁目１０－２　ニッパリ本社ビル７Ｆ 03-6228-5171

ａｇｌａｉａ 中央区銀座５丁目１４－１５　サンリット銀座ビルＢ１Ｆ 03-5550-0056

Ｆａｃｅ　ｏｆ　Ａｚｕｓａ 中央区銀座８丁目１５－５　クリスタルスクエア銀座Ⅱ４０２ 03-5565-5676

ＮＥＷ－ＬＩＮＥ 中央区銀座７丁目１１－６　イソノビル 03-5537-7835

桜　ＧＩＮＺＡ 中央区銀座８丁目４－６　中銀１６ビル３Ｆ 03-3571-5833

Ｎｅｗ－Ｌｉｎｅ　ｅｙｅ＋ 中央区銀座７丁目１２－４　銀座ウェイフェアビル６Ｆ 070-1801-0765

HairMake&Spa ECLAT 中央区銀座５丁目４－５　与板谷ビル２Ｆ 03-6280-6925

Ｓｈｅｌｌ　Ｂｅａｒ　銀座四丁目 中央区銀座４丁目３－２　清水ビル６階 03-6271-0777

Ｍｅｍｏｒｉｅｓ 中央区銀座２丁目１１－８ウインドクロス銀座２丁目４階Ａ区画 080-6628-5260

グラフィー銀座 中央区銀座１丁目４－４　１０５ビル３階 03-5159-0103

カツ　美容室 中央区日本橋蠣殼町２丁目７－２ 03-3666-7419

美容室　谷口育子の店 中央区東日本橋２丁目１６－４ 03-3851-4520

清水　美容室 中央区日本橋室町１丁目６－６ 03-3241-6980

井上　美容室 中央区日本橋人形町２丁目１０－９ 03-3667-8056

水野　美容院 中央区日本橋浜町３丁目３８－１ 03-3666-9436

プァシャルマン　美容室 中央区日本橋蠣殼町１丁目３８－６　トモエビル１Ｆ 03-3667-0952

美容室　Ｋ 中央区日本橋室町４丁目１－６　クアトロ室町ビル　２Ｆ 03-3272-9991



店舗名 住所 電話番号

ビューティ　マスミ 中央区八重洲２丁目１　八重洲地下街中１号 03-3275-1891

資生堂ビューティサルーン　コレド日本橋店 中央区日本橋１丁目４－１　コレド日本橋　３Ｆ 03-3211-2066

みつこ　美容室 中央区日本橋蠣殼町２丁目５－４ 03-3666-1188

㈱東京美容研究所　ロイヤルパークホテル美容室 中央区日本橋蠣殻町２丁目１－１　ロイヤルパークホテル４Ｆ 03-3639-3834

マキアージュ　美容室 中央区日本橋蠣殻町１丁目３３－７　宮本ビル　１Ｆ 03-3669-3580

美容室　ウェイブ・ドゥ 中央区日本橋人形町１丁目１９－３ 03-3527-3030

ヘアー　プレイン 中央区日本橋人形町２丁目１４－１３　タカオビル２Ｆ 03-3660-0888

バックナンバー　１０ 中央区日本橋人形町１丁目１８－５　ＴＫビル１Ｆ 03-3663-2090

キーポイント 中央区日本橋人形町２丁目３－２　玉英堂ビル　３Ｆ 03-5641-7339

アフィックス　ヘア　水天宮店 中央区日本橋蛎殻町２丁目７－４－１Ｆ 03-5645-2424

美容室　ＬＩＳＥ 渋谷区神宮前３丁目５－４　セトル神宮前　２Ｆ 03-3401-9939

ｃｏｔｏｎ 中央区日本橋浜町２丁目２２－３　日本橋イーストＤＣ２０１ 03-6206-2188

Ａｉｏ－Ｎ　ＧＩＮＺＡ 中央区銀座３丁目４－１７　ＯＰＴＩＣＡ９Ｆ 03-3562-8632

ｗｉｓｐ　ａｐｔ 北区赤羽２丁目４９－９－１Ｆ 03-3903-1210

美容室ドラジエ 中央区日本橋馬喰町１丁目２－５　アトラス日本橋鞍掛１０１ 03-6661-9486

ＢＲＯＣＣＯＬＩ－ＨＡＩＲ 中央区日本橋浜町２丁目３０－７　水野ビル２Ｆ 03-6264-9910

Nicomaria from zacc 中央区日本橋人形町３丁目５－１０ 03-6264-9517

ｍｏｉ－ｍｅｍｅ 中央区日本橋人形町２丁目３４－３ 03-3527-2777

Ｆｒａｉｓｅ　Ｇｉｎｚａ 中央区銀座７丁目８－１３　Ｂｒｏｗｎ　Ｐｌａｃｅ　８Ｆ 03-6264-6866

マーキア 中央区日本橋浜町２丁目１９－８－２Ｆ 03-6667-0046

ＵＲＢＡＮＩＡ 中央区日本橋蛎殻町２丁目２－２　関口ビル１Ｆ 03-6661-1699

ＴＩＭ－ＭＥＭＥ 中央区日本橋浜町２丁目９－１ 03-6264-8545

美容室　プリマ 渋谷区代々木２丁目７－５ 03-5333-8772

ＮＯＴ 中央区銀座７丁目３－３　ブランエスパ銀座１１Ｆ　Ａ区 090-9019-8526

キミ　美容室 文京区湯島３丁目１６－１２　越前ビル　１Ｆ 03-5818-3878

美容室　カルパ 千代田区神田神保町１丁目１４－１６ 03-3291-2960

ホテルメトロポリタンエドモント美容室 千代田区飯田橋３丁目１０－８ 03-3237-1128

ｍｅｎ’ｓタロー　神保町店 千代田区神田神保町１丁目１４　ブランドビル　１Ｆ 03-3295-6794

ヘアーサロン　ショパン 千代田区神田須田町１丁目１３－５－１Ｆ 03-5577-5364

サロンド・　パルティール 千代田区神田和泉町１丁目４－８ 03-5829-8192

日本化粧品（株） 千代田区外神田２丁目３－６ 03-3251-4677



店舗名 住所 電話番号

ネオリーブ　７ 千代田区神田駿河台２丁目２－２　キントービル　３Ｆ 03-3294-0411

美容室　アンジェロ 千代田区麹町３丁目５－１７　晴花ビル　２Ｆ 03-5215-3198

ネオリーブ　ルカ 千代田区神田小川町２丁目４－１７　大宮第一ビル　２Ｆ 03-3233-3700

（株）マッティーノ 千代田区五番町５－６　ヴィラカーサ五番町１０３ 03-5275-5344

リム 千代田区猿楽町１丁目５－２０　田端ビル２Ｆ 03-3295-1920

アルファテック 千代田区神田駿河台２丁目３－５　十印ビル５Ｆ 03-3293-2460

ｎｅｓｔ 千代田区神田神保町１丁目７－１５　源興號ビル　３Ｆ 03-3295-8500

ＯＮＯＦＦ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｌａｎ 千代田区九段南４丁目２－１５　メディアスクエア 03-3230-0252

パーム　ステージ 千代田区麹町３丁目５－１６－３Ｆ 03-3265-8839

ＫＯＺＯ　ＡＶＥＤＡ　ＧＩＮＺＡ　東急プラザ銀座店 中央区銀座５丁目２－１　東急プラザ銀座２Ｆ 03-6264-5762

OXA by HOMME HAIR 千代田区西神田２丁目７－９　糸賀ビル１Ｆ 03-3263-6607

ＨＡＮＡＫＯ 千代田区丸の内１丁目９－１　東京駅名店街キラピカ通り 03-3287-2755

Ｗｉｌｌ　ｂｏｓｓａ 千代田区神田小川町３－１８－１Ｆ 03-3295-2094

Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｓｕｓｕ 千代田区神田神保町１－５ 03-3294-3349

ＮＥＯ　ｈａｉｒ　イーストコア店 墨田区京島１丁目２－２ 03-6657-1070

ヘアーアンコントゥール 練馬区田柄２丁目５０－７ 03-6761-4408

VAN　COUNCIL　用賀店 世田谷区用賀４丁目２９－５　グリーンヒルスＳＴ１Ｆ 03-5491-7728

Ｍｅｌａｎｇｅ 千代田区外神田４丁目６－１－２Ｆ 03-3525-8272

メルカデュエ 千代田区九段南４丁目７－２２　メゾンドシャルー３０３ 03-3239-5758

株式会社ティアーズ 千代田区神田佐久間川岸４６－３　ＵＦビル５　１０１ 03-5823-4139

ＲＵＣＯ 千代田区飯田橋１丁目７－４　九段ＭＳＣビル３Ｆ 03-6256-8092

ＭＡＴＩＬＤＡ 千代田区飯田橋１丁目４－３　吉澤ビル１Ｆ 03-6884-4606

ａｎｄ　Ｃ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ 中野区新井１丁目１４－１　シェユミ２Ｆ 03-5942-7152

ｌｉｖｒｅ 千代田区神田神保町１丁目１５　サンサイド神保町ビル４Ｆ 03-5577-6292

株式会社Ｓｅｒｅｎｏ 千代田区外神田２丁目１６－２　明神会館内美容室 03-3253-8342

ヘアーサロン　リリー 港区芝２丁目８－５　林ビル２Ｆ 03-3455-2256

ひーぽっぽたます　美容室 港区三田２丁目１７－２９　オーロラ三田　１０２ 03-3454-5239

ミッチー　美容院 港区三田５丁目１６－８ 03-3444-6363

平本　美容室 港区白金５丁目１５－３ 03-3444-2913

ＡＮＦＩＥＬＤ 港区高輪３丁目１４－３４ 03-3445-8990

コワフュール・ルシック 港区白金台２丁目９－１５－１０４ 03-3444-6990



店舗名 住所 電話番号

カッティングハウス　アンアン　田町店 港区芝５丁目３１－１０　サンシャインビル３Ｆ 03-3454-6298

美容室　アンジー　三田本店 港区三田３丁目１－１０　マルハチビル　１Ｆ 03-3454-5246

アルコン　美容室 港区三田３丁目４－６－６０１ 03-3455-8363

ビューティサロン　輝 港区新橋１丁目１１－３　岩井ビル２Ｆ 03-3573-1590

資生堂ビューティサロン　八芳園店 港区白金台１丁目１－１　八芳園アネックス　１Ｆ 03-3441-9605

山野愛子　美容室 港区台場２丁目６－１　ホテルグランパシフィックLE DAIBA内 03-5500-4011

キュアサロン・ムッシュ 大田区蒲田２丁目７－１０ 03-6696-5694

ｖｉ－ｔａ 港区白金１丁目２５－１３　ＣＳＨビル　２Ｆ 03-5423-1230

美容室　プラチナ 港区白金６丁目１６－４２－１Ｆ 03-3444-6553

グラム　芝浦店 港区芝浦３丁目１２－５　石坂ビル１Ｆ 03-3456-0523

ｐｒｏｓｐｅｃｔ 中央区銀座４丁目１２－１７　銀座石川ビル６Ｆ 03-6264-3498

ビューティサロン　キャラット 港区三田３丁目２－７ 03-3453-5007

ヘアーサロン　ヴァンテアン 港区白金台３丁目７－１２ 03-3443-3038

ＣＨＡＲＡ　ＣＨＡＬＯＮＥ 港区台場１丁目５－７　トミンハイム台場五番街　１０３ 03-5531-2777

東京プリンスホテル　山野愛子美容室 港区芝公園３丁目３－１ 03-3432-1111

大島　美容室 港区西新橋３丁目２５－８　慈恵医大病院Ｅ棟　１Ｆ 03-3433-1111

与儀　美容室　ホテルオークラ　本館 港区虎ノ門２丁目１０－４　ザ オークラ東京 プレステージタワー４Ｆ 03-3224-9036

アンフィ 港区白金台２丁目２５－１３ 03-5422-9659

スタジオ　プレシャス 港区新橋１丁目４－４　ＦＡＤ１５ビル　５Ｆ 03-5568-6677

サロン　デュプレ 港区白金台４丁目１０－９－１Ｆ 03-5442-9621

美容室　アンジー　五反田店 品川区東五反田１丁目２５－１２　クレール島津山　１Ｆ 03-3446-5241

エステ　インターナショナル 港区高輪３丁目１０－２８ 03-3445-4010

美容室　アンジー　池上店 大田区池上６丁目２－１８　エノモトビル　２Ｆ 03-3755-5241

ヘアー　ＡＩＭ 港区白金３丁目７－７ 03-3449-3375

Ｆａｌｓｅｔｔｏ 港区白金１丁目１１－１３　ラミューズ　プラチナ　１Ｆ 03-6450-4961

ａｎｉｓｅ 港区白金台５丁目３－２　白金台ファイブ１Ｆ 03-3441-4560

Ｆ．ＰＡＲＡＤＥ 港区高輪３丁目２２－４　ＡＩＷＡ品川ビル１Ｆ 03-6277-1441

美容室エルミナ 港区三田３丁目４－１５　フジヤビル２０１ 03-3453-8139

ヤマノビューティウェルネスサロン 港区新橋１丁目２－６ 03-3593-2815

ＥＹＥＬＡ銀座 中央区銀座４丁目３－５　松輪ビル２Ｆ 03-5524-8508

アトレーヴ 渋谷区神宮前４丁目２８－６ 03-6447-2278



店舗名 住所 電話番号

ＳＰＬＥＮＤＯＲ 港区三田５丁目２－３２　久保ビル１Ｆ 03-6435-2683

ｂａｒｂａｒｏｓｓａ　銀座店 中央区銀座５丁目８－２０　銀座コア５Ｆ 03-5372-5557

ａｉｌｅｎｉｒ 港区白金１丁目２９－４　セフティハウス１０１ 03-6450-3833

Mimosa Garden Jiyugaoka 世田谷区奥沢４丁目７－８ 080-4139-7787

Ｅｙｅ　ｆｏｒ　ｙｏｕ　自由が丘 世田谷区奥沢５丁目２０－７　Ｙｓ自由が丘１Ａ 080-3302-2621

ＬＩＬＹ　ＢＥＡＵＴＥ 世田谷区北沢２丁目３５－９　大竹ビル４０２ 080-9187-3789

ヘアーメイク　アムリタ 大田区大森中２丁目２－８－１Ｆ 03-6426-7505

ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＣＡＮＤＯＲ 渋谷区神宮前１丁目２１－１５　ＡＴＭ５Ｆ 090-3243-4217

ネイル＆アイラッシュ　Ｔ’ｓ 港区港南２丁目４－７　石橋ビル５Ｆ 03-6712-8335

ｒａｂｂｉｃｏｕｒ 中央区銀座７丁目５－１９－２Ｆ 03-6274-6693

ｋａｓａｎｅ 新宿区矢来町１６２ 03-6280-7461

ヘアーサロンそがわ本店 豊島区西池袋３丁目１７－３　東武ストア２Ｆ 03-3980-0033

＆ＳＴＯＲＩＥＳ　原宿 渋谷区神宮前１丁目１０－３２　原宿デュエットビル１Ｆ 03-6804-3434

Ａｌｍａ 港区三田１丁目２－１４－１０１ 03-6435-1890

ｎｅｗｅｒ 港区白金台１丁目２－１０　藤和白金台コープＢ１０２ 03-6277-0572

美容室バンプ 中央区銀座２丁目８－１２　ユニデン銀座ビル１１Ｆ 03-6263-0408

アトリエはるか　六本木ヒルズ店 港区六本木６丁目１０－１　六本木ヒルズヒルサイド２Ｆ 03-5771-3800

Stingray 港区虎ノ門３丁目８－２６ 03-5472-7269

美容室　八城 港区芝公園１丁目７－２０ 03-3431-8466

ｉ－Ｒｏｏｍ 新宿区新宿２丁目７－９－５０１ 03-6380-6956

ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ恵比寿店 渋谷区恵比寿１丁目５－８初鹿野ビル７Ｆ 03-3440-4929

ｆａｃｃｉｅ 港区東新橋２丁目４－８ 03-6431-9635

Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｓａｌｏｎ　Ａｎｇｅｌａ 渋谷区幡ヶ谷２丁目４９－２　ロゼショコラ１０１ 03-6876-2309

ＢＵＭＰ表参道 港区北青山３丁目１２－１３　ＨＯＬＯＮ－Ｌ２Ｆ 03-3406-7570

パラダイス 港区虎ノ門２丁目１０－４　The Okura Tokyoオークラプレステージタワー７Ｆ美容室 03-5561-5700

Ａｓｈ　銀座店 中央区銀座５丁目９－８　ＣＲＯＳＳ　ＧＩＮＺＡ　２Ｆ 03-5568-2525

ルゥーダ　ヘア　アンド　ビューティー 港区白金台５丁目５－２ 03-5422-9889

Ｍａｒｊｕ　ＧＩＮＺＡ 中央区銀座７丁目１２－１８　銀座第一ビル２Ｆ 03-5550-8081

松本平太郎美容室　白金台店 港区白金台４丁目９－２３ 03-3446-3673

Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗｉｓｈ　大井町店 品川区大井１丁目５３－３　２Ｆ 03-3777-3366

ＮＥＨＡＮ 港区北青山３丁目４－３　ののあおやま２階　店舗Ｈ 03-6804-6825



店舗名 住所 電話番号

美容室　フローラ 港区高輪１丁目２６－１８－１０２ 03-3473-3478

十番　美容室 港区麻布十番２丁目８－２ 03-3451-5938

ビューティサロン　リラ 港区六本木４丁目９－８ 03-3401-5710

ビューティサロン　いずみ 港区六本木１丁目６－３　泉ガーデンウイング　Ｂ２ 03-3586-1865

ビューティ　ジェニー　フェイム 港区六本木６丁目２－３３　六本木ヒルズ　ノースタワーアネックス２Ｆ 03-3403-2771

アミイ　美容院 港区南麻布３丁目４－８ 03-3446-2723

ハリウッドメイ＆ジェニーウシヤマ六本木店 港区六本木６丁目５－１７　ハリウッドハウス 03-5770-3655

ヘアスタジオ　ポイント 港区麻布十番２丁目８－８　渡邊ビル　２Ｆ 03-3456-6269

美容室　ＧＲＡＶＯ 港区六本木４丁目８－７　六本木嶋田ビル　１Ｆ 03-3405-6464

ヘア＆エステ　ヒロイン 港区西麻布４丁目６－４ 03-3407-8028

Ｆ　ｉｌａｎｄ 港区西麻布４丁目１１－９　木原ビル　２Ｆ 03-3400-2450

シャーリークラブ 港区東麻布２丁目３－７　クマダビル１Ｆ 03-3588-8780

ロング・ル・アージュ 港区南麻布４丁目１－２９　広尾ガーデン 03-3440-5433

ビーエヌ　諭　美容室　六本木店 港区六本木２丁目２－１１－１Ｆ 03-5562-3434

ヘアブティック　ＦＡＭＥ 港区赤坂９丁目５－２０　フェーム福島ビル 03-3403-2313

ｋａｋｉｍｏｔｏ　ａｒｍｓ　六本木ヒルズ店 港区六本木６丁目１０－３　六本木ヒルズ　ウエストウォーク２Ｆ 03-3718-6010

Ａ　ｃｕｔ　Ａｂｏｖｅ 港区南麻布５丁目５－７－Ｂ１ 03-3441-7218

真野　美容院　シェルツォ店 港区南麻布４丁目１２－６ 03-5739-0358

美容室　ＳＴＡＹ 港区麻布十番１丁目３－１３　カーサエセンシア　２０１ 03-3505-6526

ﾊﾘｳｯﾄﾞ&ｼﾞｪﾆｰ ｳｼﾔﾏﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ 千代田区内幸町１丁目１－１　帝国ホテル　Ｂ１アーケード 03-3504-0001

モンシェリ　サロン 港区東麻布３丁目３－１１　５Ｆ 03-3583-6604

Ｈａｉｒ　Ｂ・ＢＬＵＥ 港区元麻布２丁目２－１４　セゾン茂とう　Ｂ１ 03-3444-2424

ヘアユティール 港区六本木７丁目８－１１－３Ｆ 03-5410-5411

ＨＡＩＲ　ＬＯＵＮＧＥ　ＬＡＵＧＨ 港区西麻布１丁目４－１２－２Ｆ 03-5474-9933

ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｔｅｎ　ｍｏｔｏａｚａｂｕ 港区元麻布３丁目１０－８山水荘 03-3405-1008

リープ 港区麻布十番３丁目２－７　リゾーム麻布十番７０１ 03-6434-9328

ホワイト美容室 港区麻布十番３丁目７－５　マスコビル２番館４０３ 03-3455-7788

Ｍｅｌｏａ　ｈａｉｒ＆ｄｅｓｉｇｎ 港区麻布十番１丁目８－１３　Ｈ.Ｂビル２Ｆ 03-3589-2311

Ｈａｙａｔｏ　Ｔｏｋｙｏ 港区六本木３丁目７－１　The roppongi Tokyo Place206 03-5574-8844

Ｌａ　ｖｉｒｔｕｅ 港区東麻布２丁目１１－１３　ＢＯＡ阿部ビル２Ｆ 03-6277-7444

Framlings azabu 港区麻布十番２丁目５－２　ＪＭＮビル２Ｆ 03-5772-8288



店舗名 住所 電話番号

ディシィ 港区六本木７丁目１２－２１　北村ビル１Ｆ 03-6432-9111

Ｏｎｅ　ＷＯＲＬＤ 港区麻布十番２丁目８－３　ＤＫＮＳビル４Ｆ 03-6459-4354

ＨＡＩＲ　ＬＯＵＮＧＥ　Ｓｏｌｅｉｌ 港区六本木４丁目１１－８　フランセビル３Ｆ 03-3746-0068

ｒｉｃａｒｉ 港区麻布十番２丁目１６－７－１Ｆ 03-3451-4243

Ａｔｅｌｅｒ　ＪＤ　Ｐａｒｉｓ　麻布 港区麻布十番２丁目８－１０　麻布松屋ビル２Ｆ 03-3769-3393

LOANA　ROPPONGI 港区六本木７丁目５－９　FLEG六本木primo 2F 03-6447-1777

メゾンサンク 港区南麻布５丁目５－９　後藤ハウス１０５ 03-6459-3855

ＭＡＬＯＮＩＣ 港区六本木７丁目１４－２－９Ｆ 03-5411-8254

ＲＵＭＯＲ 港区麻布十番２丁目３－８　ＯＴＭビル３Ｆ 03-6453-8708

ＩＮＳＯＬＩＴＥ　ＢＥＡＵＴＥ 港区南麻布５丁目１６－１３　グリーンコア広尾Ｂ１ 03-3280-1060

プルミエ　エトワール 港区西麻布２丁目２１－８ 03-6427-7355

Ａｔａ． 港区南麻布５丁目１－２８　高島ビル２Ｆ 03-6721-7199

ヘアースペイス　クレイン 港区南青山７丁目１１－６ 03-3409-0947

美容室　ほそき 港区南青山３丁目２－１８　光彩ビル　３Ｆ 03-3405-9552

オリオン　美容室 港区赤坂６丁目３－１９ 03-3583-6587

トムの庭　美容室 港区南青山６丁目１２－１４ 03-3499-3195

Ｔ．Ｋ　ビューティサロン 港区赤坂１丁目６－１４ 03-3584-4040

堀部　美容室 渋谷区神宮前３丁目１６－１６　アルチザン表参道１０５ 03-6434-7779

フォ－レスト早紀　美容室 港区赤坂８丁目１３－１９－１０２ 03-3405-7028

ＬＡＫＡ 港区赤坂６丁目４－１１　ドミ・エメロード２０４ 03-3586-6777

バック　ステージ 港区北青山３丁目１２－１３　北青山３丁目ビル２Ｆ－Ｓ 03-5464-0011

Ｈｅｒｍｏｓａｅｓ 港区南青山５丁目１３－２　菊家ビル８Ｆ 03-3407-1533

ｋａｍｉｄｏｋｏ 港区南青山５丁目１２－５　第一和田ビル　２０２ 03-3400-9510

山野愛子　美容室 港区赤坂１丁目１２－３３　東京全日空ビル 03-3505-6707

ＩＴＡＹＡ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ－ＵＰ 港区北青山１丁目４－６　２４６青山ビル１Ｆ 03-5772-6646

シーＳ　美容室 港区赤坂５丁目４－８　クレールタイヨー　３Ｆ 03-3587-0754

スティル　ウォータース 港区南青山３丁目１８－１９　君島ビル３Ｆ 03-5474-0315

マリールイズ明治記念館　美容室 港区元赤坂２丁目２－２３　明治記念館内 03-3746-7717

フラムリングス　美容室 港区南青山１丁目１５－１８　リーラ乃木坂　２０１ 03-3475-0578

ヘアードレッシング　Ｏｒｉｇｉｎ 港区南青山５丁目６－２－１Ｆ 03-3486-4600

ＨＵＬＬＯ・Ｋ’Ｓ　美容室 港区南青山２丁目２５－１０　コスト南青山　１Ｆ 03-3402-3603



店舗名 住所 電話番号

ヘアーメイクサロン　ティアマット 港区赤坂５丁目４－１１　山口建設第２ビル　２Ｆ 03-5545-4646

タカシ美容室 港区赤坂６丁目４－１５　シティマンション１０５ 03-3588-1557

Ｌｕｃｅ＇ 港区北青山３丁目１４－４　イズミビル１Ｆ 03-3406-8855

美容室　エクリュ 港区北青山２丁目７－２４　有磯ビル　２Ｆ 03-5414-3664

美容室　さくら田 港区南青山３丁目７－３　アロバール南青山　２０３号 03-3401-5566

ザック　ｒａｆｆｉｎｅ 港区北青山３丁目１１－７　ＡＯビル４Ｆ 03-5468-5882

ＭＩＮＸ　青山店 港区北青山３丁目５－２３　吉川表参道ビル　２Ｆ 03-3746-2722

ＬＵＭＩＮＯＵＳ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ 港区赤坂４丁目３－９　高池ビル　２Ｆ 03-5570-5556

ｐｓｙｃｈｅ 港区南青山２丁目１２－１６　石塚商事ビル　５Ｆ 03-5770-5055

ＮＡＴＵЯＡ 港区南青山５丁目２－１５　ヴィオレ南青山2.5Ｆ 03-6427-4742

Ｋａｋｉｍｏｔｏ　ａｒｍｓ青山店 港区南青山５丁目６－１２ 03-5464-0011

ＲＥＮＪＩＳＨＩ 港区北青山３丁目１４－８　ＧＧビル北青山０１－Ｂ１ 03-6451-1500

Ａｔｅｌｉｅｒ　ｉｓｍ 港区南青山５丁目３－８　パレスミユキ　６０３ 03-5485-6966

ヘアーメイク　ＬＵＣＥ 世田谷区北沢３丁目１９－５　サンハイム　モリタ　１Ｆ 03-5453-8855

ｅｆｆｅｃｔ 港区南青山５丁目１２－１１　エラン南青山　１０２ 03-3499-0833

ｐｌｕｇ 港区北青山２丁目１２－７－１Ｆ 03-5770-3330

（株）ＬＡＵＬＥＡ 港区南青山３丁目９－１２　佐藤ビル　１Ｆ 03-6659-7212

ＣＬＥＯ 港区南青山３丁目８－５　アーバンプレム南青山　２Ｆ 03-6438-1527

ＫＩＫＡ 港区南青山３丁目１５－１９　ＦＬＡＴ　ＴＡＫＡＤＡ　１０３ 03-3402-1195

ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ｗｉｎｇ 港区赤坂６丁目４－１９　赤坂ＴＳＣビル１Ｆ 03-3568-1131

Hayato　Tokyo　Omotesando 港区南青山５丁目９－３－３Ｆ 03-3499-6555

ＭＡＲＣＣＯ 港区南青山６丁目２－１０　バックボーンハウス　２Ｆ 03-6427-3447

ｎｉｃｅ 港区南青山５丁目１６－３　メゾン青南　２０２ 03-6427-9592

サムズヘアー　ワークス 港区南青山５丁目１０－１　二葉ビル　１０Ｆ 03-6427-1590

ＮＡＴＳＵＹＡ 港区南青山３丁目１５－２　今竹ビル　２Ｆ 03-6447-1104

アンチエージングビューティー青山 港区赤坂９丁目６－２８　アルベルコ乃木坂４０５ 03-3403-9358

トロワ　エピ 渋谷区神宮前３丁目４－７　エルム青山３階 03-6447-1658

La Vraie Beaute by Kintoki 港区南青山６丁目１３－２５　南青山ＴＭビル　２Ｆ 03-6427-5803

Ｒｏｕｇｙ 港区南青山３丁目１０－３２　青山ＭＯＲＩＴＡビル１Ｆ 03-6804-6082

ＳＴＲＡＭＡ 港区南青山４丁目１８－１０－Ｂ１Ｆ 03-6427-3533

ｄｅｐａｒｔ 港区南青山３丁目１５－２０ 03-6459-2414



店舗名 住所 電話番号

ｒａｄｉｃｅ 港区南青山３丁目１４－２ 03-6434-5876

メイクス 港区北青山３丁目９－２ 03-5466-9700

ｒｅｌｉａｎ 港区北青山３丁目１５－１６ 03-6427-5397

ＪＥＡＮＡ　ＨＡＲＢＯＲ 港区南青山３丁目５－６　Ｒ－南青山３Ｆ 03-6721-1942

ｆａｍｉｌｌｅ 港区南青山３丁目１３－３　南青山ＹＭビル１Ｆ 03-3405-9878

Ｅｌｍｅ 港区南青山３丁目１４－４　ＹＴＫ南青山Ｂ1Ｆ 03-3401-7870

ａｒ　ｃｌｉｐ 渋谷区神宮前４丁目２６－２８　ヴレ・クール３Ｆ 03-6434-7615

Ｈａｒｒｉｓ 渋谷区神宮前３丁目３－８　ＬＡ　ＧＲＡＣＩＡ　４Ｆ 03-6432-9929

Ｈａｎａｎｏ 港区南青山１丁目３－２４ 03-6447-0755

Ｒｅｕｎａ 港区北青山２丁目１２－２７　デコール青山４Ｆ 03-6804-2430

ＳｅａＱｕｅｎｃｅ 港区南青山３丁目２－６－２Ｆ 03-6455-5518

ＨＯＵＬＥ 港区北青山３丁目９－７　表参道Ｎ＆Ｎビル２Ｆ 03-6427-7374

ＭＡＴＩＲＤＥ 港区南青山５丁目１２－５第一和田ビル２Ｆ 03-5879-4295

Ｓｉｉ 港区南青山２丁目７－８ 03-6447-2890

プラーナ 港区北青山３丁目１２－１３　ＨＯＬＯＮ－Ｌ２Ｆ 03-3406-0112

Ｌａｌｅｉ 港区北青山３丁目５－９　レイカーズ青山２Ｆ 03-6447-5043

ａｎｄｒｅｙ 港区北青山３丁目１３－１　北青山関根ビル２Ｆ 03-6432-9924

Ｒｒ　Ｓａｌｏｎ　ＡＯＹＡＭＡ 港区北青山２丁目１２－２７　ＤＥＣＯＲ青山３Ｆ 03-6812-9522

ｓｏｓｉｅｇｏ 港区北青山３丁目１２－１６　青山３１２ビル３Ｆ 03-5468-0602

ｔｕｒｎ．Ｔｏｋｙｏ 港区北青山３丁目５－８　青山ＯＫビル９Ｆ 090-3809-9197

ＭＡＧＮＯＬＩＡ 港区南青山４丁目２４－８　アットフォームスクエアＢＦ 03-5774-0170

ＰＡＬＥＴＡ 渋谷区恵比寿４丁目１０－３　あすかビル１Ｆ 03-3445-1145

ＭＡＩＳＯＮ　ｄｅ　ＩＧＧＹ 港区南青山３丁目８－２　青山ＯＧビル２Ｆ 03-6459-2067

ひとつだけ　ハサミノチカラ 港区北青山３丁目８－３青山レジデンス201 080-4295-3335

ｍｅｅ． 港区北青山３丁目１５－５－Ｂ１ 03-6427-3264

ＲＥＥＥＤ 港区北青山２丁目１３－４　青山ＭＹビル３Ｆ 03-6910-5242

ＷＡＴＥＲ 港区南青山４丁目２６－６　南青山１０８ビル　１０１号室 03-6803-8611

ビューティサロン　ゆかり 新宿区住吉町７－２ 03-3353-9795

姉妹　美容室 新宿区新宿５丁目１－２２ 03-3357-6269

アテネ　美容室 新宿区富久町３５－５ 03-3351-7663

ヒデ　美容室 新宿区神楽坂３丁目５ 03-3260-6887



店舗名 住所 電話番号

ヘアー　ラ・パレット 新宿区神楽坂４丁目５ 03-3269-1307

ミハル　美容室 新宿区矢来町８５ 03-3260-1269

Ｂｌａｎｃｈｅ 新宿区若松町１１－３ 03-3203-3370

キド　美容室 新宿区西五軒町１２－１－１０１ 03-3269-3839

サロンド　のこ 新宿区市谷台町８－２－１０２ 03-3357-6646

ヘアードレッシング　トーン 新宿区富久町３８－１７ 03-3357-7003

ブロンド　美容室 新宿区細工町３－１６　北町ビル　１Ｆ 03-3260-3803

ヘアースペース　ＰＲＩＭＥ 新宿区若松町２８－２５　山根グランドハイム　２０７ 03-3202-9839

ページボーイ　美容室 新宿区築地町６ 03-3235-2183

美容室　Ｒｏｓｅ 新宿区原町３－１ 03-3358-8160

美容室　フィンガーテック 新宿区早稲田鶴巻町５５７ 03-3203-5136

Ｍａｘ　ｆｏｒ　Ｈａｉｒ 新宿区矢来町６４　甲斐野ビル　１Ｆ 03-3235-1342

美容室　Ｍ・Ｔａｎｉｇｕｃｈｉ 新宿区市谷左内町２１－３９　谷口ビューティプラザ 03-3267-4341

ｈｕｒａｋｏｋｏ 新宿区矢来町１１５　東海神楽坂マンション２０４ 03-3266-1888

美容室　ＡＪＩＴＯ 新宿区矢来町１３４ 03-5228-3292

Ｆｏｕｌａｇｅ 新宿区住吉町８－１７　村松ビル　２Ｆ 03-3350-2536

ＣＥＬＬＩＥＲ 新宿区河田町４－８－１Ｆ 03-3358-8768

ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｐｕｒｅ 新宿区市谷山伏町２－８　市ヶ谷グリーンハイツ　１Ｆ 03-5261-9361

ビューティサロン　ＡＯＲＡＫＩ 新宿区市谷薬王寺町７０　ＣＡＳＳＡＬＡ市ヶ谷２Ｆ 03-5579-2554

アトリエ　ビアン 新宿区馬場下町１４－８ 03-6380-3545

ｋｕｒａｉｍｕ 新宿区下宮比町３－１３　新宿中興ビル１Ｆ 03-3235-1235

ダンディゾン 新宿区天神町１２番地 03-6280-7170

プリマヴェーラ　神楽坂 新宿区箪笥町３４日交ビル１Ｆ 03-5225-1337

カットカラー　アージュ 新宿区原町１－２－１０１ 03-3203-4509

Ｏｒｇａｎｉｃａ 新宿区神楽坂３丁目６－２２　Ｔｈｅ　Ｒｏｏｍ　神楽坂 03-3235-2133

Hair & Makeup Ke' International 新宿区神楽坂６－６６　三上ビル２Ｆ 03-5579-2474

なお美容室 新宿区戸山２－２５－１１０ 03-3207-1814

ａｒｔｅ　ｆａｃｔ 新宿区河田町１１－３　井上ビル１Ｆ 03-5315-4487

Dans Dix ans -bleu- 新宿区矢来町４３ライオンズマンション矢来町１Ｆ００２ 03-6280-7107

スタジオ　プリマヴェーラ神楽坂 新宿区岩戸町１０番地　松本ビル１Ｆ 03-5225-1346

ｒｏｌｌａｎｔ 新宿区住吉町８丁目２７　塩谷ビル２Ｆ 03-6709-9165



店舗名 住所 電話番号

ＨＩＭＭＥＬＩ 新宿区弁天町１－３ 03-6457-6439

ａｎｔｗｅｒｐ　ＴＯＫＹＯ 新宿区神楽坂５丁目３０－２　イセヤビル３Ｆ 03-5946-8977

ＭＡＲＹ　ｅｙｅｓ 新宿区神楽坂２丁目１２－１　ラインビルド神楽坂７０５ 03-5946-8357

Private Salon HITAGI 新宿区山吹町２９３　生島ビル６０２ 080-4722-2631

美容室　シマアイランド 新宿区北新宿４丁目４－４ 03-3371-6654

ぐれーす　美容院 新宿区高田馬場１丁目２６－１２ 03-3200-2780

ビューティ　ながしま 新宿区高田馬場４丁目１１－８ 03-3367-4381

フランス　美容室 新宿区高田馬場２丁目８－２４　アネックス　モロ　１Ｆ 03-3208-5358

ビューティ　ミヤギ 新宿区上落合２丁目１８－１２ 03-3371-6738

ゆり　美容室 新宿区中落合１丁目１３－６ 03-3952-4397

すず　美容室 新宿区新宿７丁目２７－３０ 03-3203-4530

美容室　ＰＡＲＣＯ２１ 新宿区大久保２丁目１９－２ 03-3200-3151

美容室　ドゥ　セリエ 新宿区百人町２丁目６－７ 03-3371-5033

ｓａｒａ　ＨＡＩＲ 新宿区大久保３丁目１０－１　オレンジコートＳ・Ｃ 03-3209-7748

美容室　ＯＳＰＲＥＹ 新宿区高田馬場４丁目１７－１１ 03-3368-8008

クレヴァ　美容室 新宿区下落合１丁目１５－７ 03-3951-9090

ミツコ　美容室 新宿区西落合３丁目８－１７ 03-3953-1033

サンライズ　美容室 新宿区高田馬場３丁目８－３２ 03-3367-8441

カヨ　美容室 新宿区百人町１丁目１８－１１ 03-3363-1840

コモダ　美容室 新宿区上落合３丁目２０－５ 03-3368-7483

たかの友梨　ビューティクリニック　新宿本店 新宿区西新宿１丁目１９－５　新宿幸容ビル９Ｆ 03-3344-1107

クレス　美容室 渋谷区本町３丁目１０－９－２Ｆ 03-3372-8578

Ｋ　美容室 新宿区西新宿７丁目２２－８ 03-3369-2915

ＨＡＩＲ　ＺＩＮＧ 新宿区高田馬場１丁目２８－３　工新ビル　１Ｆ 03-3204-2122

（有）コワフール 新宿区高田馬場１丁目１７－２２ 03-3208-6396

ビューティサロン　タナカ 新宿区西新宿１丁目５－１　小田急ＨＡＬＣ　７Ｆ 03-3343-3053

ＶＩＳＣＯＮＴＩ 渋谷区神宮前１丁目３－１２ 03-5474-1719

アルファストリート 新宿区下落合３丁目２０－１３　山新ビル　１Ｆ 03-3952-8252

サロンドゥ・エスケー 新宿区大久保１丁目１６－９　メゾンエリカ　１０３ 03-5272-8816

えりか　美容室 新宿区百人町２丁目１６－７ 03-3364-3067

スギハラ　ヘアスタイリング 新宿区下落合３丁目１６－１６ 03-3954-2010



店舗名 住所 電話番号

田島　美容室 新宿区新宿３丁目１４－２５　伊勢丹パークシティⅢ　３Ｆ 03-3225-2813

Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｊｕｇａｒ 新宿区西新宿６丁目２６－７　三英閣ビル　２０１ 03-3342-8828

ぐれーす　美容院 新宿区北新宿３丁目１－２ 03-3371-4816

ビューティサロン　モード 新宿区下落合３丁目２０－１ 03-3952-3547

ＬＡ　ＬＯＯＰ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ 新宿区大久保１丁目９－１７　シルバービル　２Ｆ 03-6457-6240

ｃｏｃｏｃｈｉ 新宿区四谷１丁目２０　相田ビル　１Ｆ 03-3353-1147

美容室ｅｓｔ 新宿区西新宿１丁目１４－１０　西新宿ビル９Ｆ 03-5339-2666

ｎｏｌａＳ　Ｎａｂ 新宿区歌舞伎町１丁目２－１５　ソシアルビル　３Ｆ 03-3200-5333

Ｅｕｐｈｏｒｉａ 新宿区新宿３丁目２０－６　Ｆ，Ｓビル　５Ｆ 03-5919-0768

Ｋａ　Ｌｉｍａ 新宿区中落合１丁目２０－１６　フロント中井　２Ｆ 03-3364-1615

Ｊｏｌｉｅｓｓｅ 新宿区下落合３丁目２２－１８　目白ストークビル　１Ｆ 03-3950-6066

Ｍ．ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ　ＣＥＲＴＯ 新宿区四谷１丁目５　東交ビル　２Ｆ 03-3357-6318

Ｈａｉｒ　Ｅｄｇｅ 新宿区高田馬場１丁目３３－１５－１Ｆ 03-3209-3270

亜土　美容室 新宿区新宿２丁目１５－２５　松下ビル　２Ｆ 03-3354-0826

美容室　ＮＯＷＡＬ 新宿区余丁町５－８　クレアトゥール新宿　１Ｆ 03-3352-6152

ｃｌｏｓｅｔ 新宿区新宿１丁目１０－５　岡田ビル　１Ｆ 03-6380-4593

ヘアーデザインＯＷ 新宿区西早稲田２丁目２０－７ 03-3207-5519

Ｃｏｌｋ 新宿区西新宿１丁目１８－５　甲新中沖ビル６Ｆ 03-3342-3234

ＣＯＥＵＲ　ｄｅ　ＣＥＬＬＩＥＲ 新宿区西新宿１丁目１８－５　甲新ビル４Ｆ 03-5323-2377

hair salon JOJO 新宿区西新宿７丁目１０－５　ibis東京新宿ホテル1F 03-5937-3025

ＴＡＩＬＯＲ 新宿区新宿２丁目５－１１　千寿新宿ビル２Ｆ－Ａ 03-5341-4228

Ｈａｉｒ　Ｄｏｏｒ 新宿区大久保３丁目９－５　都営西大久保アパート５号棟　１１８ 03-3205-4707

Ｊｕｐｉｔｅｒ 新宿区四谷４丁目３０－２３　ビルド吉田２０１ 03-6457-8589

ミヤ 豊島区南長崎３丁目１－１ 03-3951-6120

ｗｈｉｔｅ 新宿区下落合３丁目１９－１　ホワイトビル１Ｆ 03-3951-0727

ａｓｌｅｅｐ 新宿区下落合１丁目３－２０　キクチビルＢ１Ｆ 03-3363-1523

ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ｓｉｒｏ 新宿区高田馬場１丁目４－１８ 03-6265-9567

ＫＩＮＯＳＨＩＴＡ 新宿区左門町１５－７外苑東小川ビル 03-3357-3868

ｉｍａｙｓ－ｃｏｍｆｏ 新宿区高田馬場１丁目２９－２２　寿ビル 03-6233-7909

ハンビ　美容室 新宿区百人町１丁目４－１９　２Ｆ 03-6314-5033

ＡＬＯ 新宿区高田馬場４丁目８　静香ビル２Ｆ 03-0000-0000



店舗名 住所 電話番号

ＨＡＩＲ　Ｓｎｉｃｋ 新宿区高田馬場３丁目１３－３高田馬場ファミリービル１０１ 03-3368-0641

Ｅｌｉｌｕｍｅ 新宿区新宿２丁目２－１　ビューシティー新宿御苑２０４ 03-5357-7897

花　美容室 新宿区新宿１丁目５－１　８Ｆ 03-5368-0987

Ｂｌａｎｃｈｅ 新宿区新宿３丁目３１－５　吉田屋ビル４Ｆ 03-5341-4454

ＴＨＥ　ＤＥＲＢＹ 渋谷区代々木１丁目４１－５　フォレスタ代々木１Ｆ 03-6300-0864

PrivateSalon SHELBe hair,nail,care&design 新宿区新宿２丁目８－１　セブンビル１０７ 03-6822-5011

ＡＲＴＩＳＡＮ 新宿区百人町２丁目１５－９　坂田ハイツ１０３ 090-6548-2988

ＭＩＬＡ 渋谷区本町１丁目１０－３　カスタリア初台８０２

ハートボックス 新宿区四谷１丁目３－１５　望月ビル　４Ｆ 03-3359-0320

美容室　ＴＡＫＥ 文京区関口１丁目１４－３ 03-3260-1423

サロンドリリー 文京区大塚３丁目７－７ 03-3941-9112

椿山荘内　美容室 文京区関口２丁目１０－８ 03-3943-1111

絵夢　美容室 文京区音羽２丁目１１－８　ダイヤモンドマンション　２０２ 03-3947-7876

かみかっと２３０ 文京区小日向４丁目５－１１－３０１ 03-3943-0230

サロンド　ユーウ 文京区本駒込２丁目２９－２７ 03-3945-1910

クォーター 文京区小石川１丁目１２－１６　Ｔ．Ｇビル　Ｂ１ 03-5840-8330

カポック　美容室 文京区小日向４丁目６－３－２Ｆ 03-3943-2812

美容室　ＴＥＺＺＯＮ 文京区音羽１丁目２０－１６　ウィスタリアビル　１Ｆ 03-3945-8266

フォーシーズンホテル内美容室 文京区関口２丁目１０－８ 03-3945-6201

カットスタジオ２５　Ｌｉｎｋ 文京区本郷３丁目２３－３　アビテ本郷１Ｆ 03-5803-7255

タヤマ　美容室 文京区後楽２丁目３－１７　米虫ビル　２Ｆ 03-3813-3698

美容室　トパーズ　２９ 文京区小石川５丁目１６－１４ 03-3818-7531

ビューティ　タナカ 東久留米市滝山４丁目１－４０ 042-471-4797

カッティングラボ　ＩＤＥ 新宿区上落合２丁目２８－２２ 03-3362-4004

ＫＯＺＯ　ＧＩＮＺＡ　上野御徒町 台東区上野３丁目２７－１　十仁タワー６Ｆ 0120-063-263

椿山荘　美容室 文京区関口２丁目１０－８　㈱東京美容研究所 03-3945-9615

資生堂ビューティーサルーン　椿山荘店 文京区関口２丁目１０－８ 03-5940-7540

美容室　堀内栄一の店 文京区本駒込３丁目３５－２－３Ｆ 03-3821-4822

ＮＯＲＩ 文京区小日向１丁目６－９－２Ｆ 03-5395-0588

ヘアーサロン　カミワザ 文京区小石川５丁目４－８－２Ｆ 03-3942-5107

アームズ　ヘアー 文京区白山１丁目３３－１６ 03-5684-2070



店舗名 住所 電話番号

クォーター　リゾート 新宿区岩戸２－１　パレスチュデオ神楽坂　シティタワーＦ１ 03-6657-7625

山崎伊久江　美容室　東京ドームホテル店 文京区後楽１丁目３－６１　東京ドームホテル　５階 03-5805-2263

ＴＲＩＰＬＥ 文京区西方１丁目１５－１５　春日ビジネスセンタービル　１Ｆ 03-6801-8613

ヘアーサロン　カミワザ 文京区小石川１丁目２１－３　小野田ビル　１Ｆ 03-3818-8113

Ｉ　ｎｅｅｄ 文京区関口１丁目１０－２５　杼木ビル関口 03-6228-1239

ａｎｃａｌ 文京区大塚３丁目３４－９－１０５ 03-6912-0903

トップス　カッティングサロン 文京区小石川４丁目５－６　フォーラム小石川２Ｆ 03-3818-6249

ＵＲＡＲＵＫＡ 文京区大塚５丁目７－１３ 03-6902-0259

Ｗｉｎｄｙ 文京区水道２丁目９－１４ 03-6902-2707

クォーター　シーズンズ 文京区小石川５丁目６－９　ドミ小石川１０３ 03-6902-2351

Ｄｏｌｐｈｉｎ 文京区小石川１丁目２１－１２　ミナヨビル１Ｆ 03-3868-0924

ＲＯＵＧＥ　ｍｉｅａｘ 文京区小石川５丁目５－６－２Ｆ 03-5319-3956

４Ｓ 文京区千石４丁目３２－８ 03-6902-9830

CUORE HAIR & ESTHETIC SALON 文京区小石川５丁目３１－３　Ｆｅｌｉｚ小石川１階 03-6801-5455

タナベ　美容室 文京区本郷４丁目２－３－３Ｆ 03-3811-1829

ローザリー　美容室 文京区湯島３丁目３－５ 03-3831-2706

いこい　美容室 文京区千駄木４丁目１９－１３ 03-3828-3264

アカネ　美容室 文京区本郷２丁目１４－３ 03-3812-5970

みどり　美容室 文京区根津２丁目１８－４ 03-3822-8448

赤門　美容院 文京区本郷５丁目３０－２ 03-3811-1929

すい　美容室 文京区向丘２丁目３４－５　アデッソ　１Ｆ 03-3827-8391

オリエント　美容室 文京区根津１丁目２７－３ 03-3821-1931

イソヤ　美容室 文京区千駄木２丁目４４－２ 03-3823-3476

ハセガワ　美容室 文京区千駄木５丁目１５－５ 03-3821-9857

ＺＥＲＯ 文京区千駄木３丁目５０－１５ 03-3822-4439

ビューティサロン　シルビア 文京区本駒込２丁目１９－１ 03-3945-9135

エミ　美容室 文京区本郷２丁目１９－５ 03-3812-7577

ホンゴー　美容室 文京区本郷５丁目１－２　スカイコートマンション東大前第２－１０４ 03-3811-3622

ＭＡＹ－ＢＥ　美容室 文京区本郷４丁目３７－１５　吉田ビル　６Ｆ 03-3815-2882

ヘアー　Ｊ・Ａ・Ｃ 文京区湯島３丁目３５－６ 03-3831-4697

ヘアメイク　クレオ 文京区本駒込４丁目１９－１　新動坂マンション　１Ｆ 03-3824-4943



店舗名 住所 電話番号

ＹＯＵ　美容室 文京区千駄木３丁目２８－７ 03-3824-0417

美容院　パトラ・ムー 文京区千駄木２丁目２６－６　団子坂スカイビル　２Ｆ 03-3823-6081

ヒロ　美容室 文京区千駄木２丁目４０－２ 03-3823-7790

美容室　Ｋ－ｄａｓｈ 文京区本郷５丁目３３－３ 03-3811-0408

メイク・アップ　美容室 文京区本郷３丁目２０－６　平野ビル　１Ｆ 03-3813-6762

髪工房　小花 荒川区西日暮里３丁目７－６ 03-3827-2191

美容室　クローバー 文京区千駄木３丁目４２－４ 03-3827-3922

ＭＡＲＫ　美容室 文京区千駄木３丁目４８－１ 03-3827-8718

アトリエ　美容室 文京区本郷５丁目３１－７ 03-3812-2529

美容室　グレース 文京区千駄木２丁目３９－２　嶋倉ビル１Ｆ 03-3824-9003

プラチナ　ヘアー 文京区本駒込１丁目３－３ 03-5940-6850

美容室　ｇｒａｃｅ 文京区本駒込６丁目２４－２ 03-5976-5313

サロンド　クワナ 文京区本郷４丁目２９－１４　龍ビル　１０１ 03-3814-9768

美容室　クラシカル 文京区千駄木３丁目３６－１１　プラネットアイ 03-5685-1849

エナジー２号店 文京区千駄木２丁目４８－４　グランドメゾン千駄木 03-3824-0688

Ｈａｉｒ　ｉｏｔａ 文京区本郷４丁目２７－１１ 03-5684-5380

hair and care SUNMOON 文京区本駒込６丁目３－１３－１Ｆ 03-6885-3503

トモエ 三鷹市野崎２丁目１８－２８ 042-231-0740

サロンドアシム 文京区千駄木２丁目１３－１　２２５ルネ千駄木プラザ 03-3822-8600

ＨＡＩＲ　ＬＯＵＮＧＥ　Ａ：ＲＥＳＴ 文京区千駄木３丁目３４－９ 03-5842-1777

Ｅｌｕａ　Ｈｏｎｏ－Ｈｏｎｏ 文京区千駄木２丁目３２－３　佐久間ビル２Ｆ 03-5834-8805

ａｎｃａｌ～ｅｌａ～ 文京区本郷１丁目３５－２４大同ビル真砂坂ハイツ２Ｆ 03-6240-0819

ＢＯＫＵ 文京区本郷５丁目１－５

ローズ　美容室 台東区台東３丁目２９－１０ 03-3832-6737

メリー　美容室 台東区上野２丁目１－２ 03-3831-2295

ビューティサロン　ウメノヤ 台東区上野３丁目９－７ 03-3831-3098

オリエント　美容室 台東区上野６丁目１４－９ 03-3831-9622

ビューティサロン　しらぎく 台東区入谷１丁目２２－３ 03-3872-2542

タカミ　美容室 台東区竜泉３丁目３５－５ 03-3873-7433

Ｍ・ＣＬＡＩＲ 台東区根岸３丁目１８－２０ 03-3875-0729

Ｒビューティ　サンクリスタル 台東区下谷３丁目１８－４－２０１ 03-3875-6488



店舗名 住所 電話番号

みつる　美容室 台東区根岸３丁目１２－１５ 03-3873-0653

かなすぎ　美容室 台東区下谷２丁目１９－２ 03-3872-4916

スタジオ　ワコー 台東区上野４丁目２－５　美濃里ビル２Ｆ 03-5816-2526

ビューティ　ジュバンス 台東区東上野３丁目１３－３ 03-3835-2388

ビューティ　カワヅ 台東区池之端２丁目７－７ 03-3827-9970

ビューティサロン　あそ 台東区入谷１丁目２３－２　川田ビル 03-3875-7982

パーマハウス　トキ 台東区根岸３丁目７－１８　エルアルカサル鶯谷１Ｆ 03-3875-3863

くまき　美容室 台東区入谷２丁目３５－５ 03-3876-0888

Ｇ・Ｓｔａｆｆ 台東区東上野１丁目１９－１４ 03-3831-6444

美容室　ミルキー 台東区台東２丁目２９－１２ 03-3831-4888

ｈａｉｒｍａｋｅ　ＭＩＫＩ 台東区上野１丁目１８－９　黒門平成ビル　１Ｆ 03-3834-0007

芝山みよか　美容室 台東区上野３丁目２９－５ 03-3832-1111

ミント　ヘア 台東区下谷２丁目５－３ 03-3875-2740

ＭＡＩＮＴＥＮＡＮＴ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ 台東区三ノ輪２丁目１４－１０ 03-3801-6099

美容室　ブランマリエ 台東区入谷１丁目２３－１１ 03-3871-0080

ブリリアン 台東区東上野１丁目８－３　イシカワビル 03-3831-4946

美容室　〇〇〇 台東区北上野２丁目３０－７　ファイン北上野　２Ｆ 03-5828-3255

Ｌｕｃｅ　Ｈａｉｒ 台東区根岸３丁目１８－２０ 03-3875-1058

ＴＡＩＧＡ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｔｙｌｉｎｇ 台東区上野３丁目２２－３－６Ｆ 03-5688-4001

美容室　ラプラ 台東区入谷１丁目１５－１ 03-5808-2737

ＧＬＡＮＺ 台東区上野１丁目１６－１　佐藤ビル　１Ｆ 03-5816-6110

Ｌｅｖａｎｔ 台東区入谷１丁目７－１０ 03-5808-9928

Le salon aile 台東区入谷１丁目３－５　上木ビル　１Ｆ 03-6802-4315

ｋｉｋｉ 台東区東上野３丁目２６－１０　ファーストコート１Ｆ 03-5817-4882

ｍｉｃｈｉ 台東区東上野３丁目３３－１ 03-5826-4953

Ｈａｉｒ　ａｖｅｎｉｒ 台東区入谷２丁目２７－２－１０１ 03-6458-1345

ｅｒｉｃａ 台東区浅草１丁目２１－５ 03-3844-3309

ヘアーサロン　コミヤ 台東区浅草３丁目１９－７ 03-3874-5255

アイ　美容室 台東区浅草１丁目３２－１３ 03-3844-6927

新生　美容室 台東区浅草４丁目３－１ 03-3874-3454

カットハウス　ナガシマ 台東区浅草橋５丁目２０－８　ＣＳタワー　１１１ 03-3851-7643



店舗名 住所 電話番号

ビューティ　松寿 台東区寿３丁目１８－５ 03-3842-7726

デュポン　美容室 台東区浅草３丁目１５－８ 03-3875-1681

松竹　美容室 台東区浅草３丁目２１－２ 03-3874-5827

ナガオ　美容院 台東区元浅草３丁目２０－３ 03-3841-9310

まりも美容室 台東区元浅草１丁目３－８ 03-3844-5082

松屋美容室　浅草店 台東区花川戸１丁目４－１５ 03-3841-8596

アライ　美容室 台東区柳橋１丁目１０－２ 03-3851-5727

日の出　美容室 台東区元浅草１丁目４－６ 03-3841-1384

滝口　美容院 台東区小島１丁目１６－２－１Ｆ 03-3863-8988

マサ美容室 台東区柳橋１丁目９－７ 03-3866-8608

ビューティ　コマチ 台東区浅草１丁目３９－３ 03-3841-4781

ＳＯ－Ｙ 台東区西浅草２丁目１０－８ 03-3841-2786

ミカ　美容室 台東区西浅草２丁目１７－３　大西ビル１Ｆ 03-3844-3837

アライ　美容室 台東区松が谷３丁目３－１４ 03-3841-8258

柳家　美容室 台東区浅草２丁目２２－５ 03-3841-5404

メイボー　美容室 台東区浅草１丁目９－１　国立ビル３Ｆ 03-3845-3557

サロン・ド・リュウ 台東区浅草４丁目１０－５ 03-3875-1609

ヘアーウィザード　Ｑ 台東区浅草３丁目４０－１２ 03-3874-8810

ビューティサロン　フジノ 台東区浅草５丁目５７－４ 03-3873-0824

美容室　レディバート 台東区東浅草２丁目２６－１ 03-3873-8254

白百合　美容院 台東区日本堤２丁目１０－５ 03-3874-1065

ヘアーサロン　フジオ 台東区三筋２丁目８－１０ 03-3851-9794

（有）ヘアースペース　オクノ 台東区今戸２丁目８－７ 03-3875-5887

ビューティ　ミツオ 台東区花川戸１丁目７－５　白井ビル２Ｆ 03-3845-0921

ヘアークラブ　ホットスタッフ 台東区鳥越１丁目１０－２ 03-3863-5604

千恵 台東区浅草６丁目２５－７ 03-3876-3462

おしゃれショップ　Ｔ・Ｓ 台東区西浅草３丁目２５－２９ 03-3847-0386

ビューティサロン　ヨシコ 台東区浅草５丁目１１－５ 03-3875-6946

ビューティサロン　房 台東区橋場１丁目１９－５ 03-3876-4749

美容室　Ｔ・Ｊ 台東区浅草橋４丁目１０－８ 03-3861-9717

フジコ　美容室 台東区西浅草２丁目８－８ 03-3841-6069



店舗名 住所 電話番号

ヘアークラブ　オリーブ 台東区浅草４丁目３４－２ 03-3876-6735

ヘア＆メイク　ケイ 台東区西浅草３丁目１－１１　ＹＳⅡ－２Ｆ 03-3844-9303

ヘアーショップ　ボイス 台東区浅草４丁目２－１　片山ビル２Ｆ 03-3875-3760

スクイッフ　美容室 台東区東浅草１丁目１０－１　エスパスＹ　１Ｆ 03-3873-3791

ビューティサロン　シャンソン 台東区雷門１丁目１６－１１ 03-3845-1345

カットハウス　ＶＯＢ 台東区清川１丁目７－６　ダイヤパレス　１Ｆ 03-3874-1828

ビューティ　パパ 台東区花川戸２丁目３－１１　原戸ビル２０１ 03-5828-3568

美容室　クイーン 台東区浅草１丁目３３－１０－４Ｆ 03-3847-2883

ヘアーフェイス・メリーポピンズ 台東区千束３丁目１２－１０　岩井ビル１Ｆ 03-3874-2363

Ｐｅｒｉｃｏ． 台東区雷門１丁目５－８　雷フラット１Ｆ 03-3844-7588

ヘアーモード　ファイン 台東区東浅草１丁目２０－５ 03-5603-0881

美容室　優夏樹 台東区蔵前２丁目３－３　Ｅ＇Ｓビル　２Ｆ 03-5835-0455

Ｓｈａｐｅ 台東区浅草４丁目７－５ 03-3874-0078

Ｗｏｏｄｓ　Ｂｅｌｌ 台東区雷門１丁目１３－１３ 03-3843-0567

オレンジ　ヘアースタジオ 台東区三筋２丁目２３－５－１０１ 03-3861-8815

ＬａＬａ　Ｂｏｏ 台東区西浅草２丁目１１－１１ 03-3845-5688

ｌｕｚ　ｄｅ　ｌａ　ｌｕｎａ 台東区蔵前３丁目２２－８　丸中ビル　１Ｆ 03-3863-4741

美容室　カンテニュー 台東区浅草４丁目３８－８ 03-3871-0296

ＭＯＤＥＬＳ 台東区雷門１丁目１２－８　ファミール浅草雷門１０１ 03-3487-0470

ライズ 台東区柳橋１丁目２－１０－１Ｆ 03-3865-3505

ＡＲＳＰＡＣＥ 台東区寿４丁目１４－７　中塚ビル１Ｆ 03-5828-7977

アレッタ　ドナ 台東区寿４丁目４－８奥原ビル１Ｆ 03-6802-7198

ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＭＩＫＩ 台東区蔵前４丁目３１－７　ｆｅｌｉｃｉａｓ蔵前 03-5846-9699

Ｋｒａｌｉｋ 台東区蔵前４丁目４－６ 03-5829-5947

ＵＺＵＫＩ 台東区三筋１丁目１４－１　１Ｆ

リュミエール　とも 北区東十条３丁目１５－３ 03-3919-1863

フサ　美容室 北区上十条１丁目２６－８ 03-3909-4540

リリー　美容院 北区中十条２丁目１７－２ 03-3906-6345

ポニー　美容室 北区東十条４丁目１－１ 03-3911-6349

美容室　愛 北区東十条４丁目５－１３－２０２ 03-3919-8705

アトリエ　Ｌａ．Ｐｉａ 北区上十条１丁目１１－６ 03-3905-2823



店舗名 住所 電話番号

ビューティグレイス　団地店 北区豊島５丁目４－１－１３３ 03-3914-1276

秋山　美容室 北区豊島２丁目２－１４ 03-3911-7795

サロンドビューティ　エリカ 北区十条仲原１丁目４－３ 03-3900-5088

ビューティサロン　克子 北区上十条４丁目１４－３ 03-3906-5615

いけだ　美容室 北区神谷２丁目２１－７ 03-3901-9426

きよの　美容室 北区神谷３丁目３４－１ 03-3902-9807

コアフュール　コム・サ 北区豊島３丁目１２－１６ 03-3919-5937

直子　美容室 北区王子４丁目１８－１３ 03-3913-3277

ルミ　美容室 北区王子５丁目１５－９ 03-3914-2916

ゆき　美容室 北区王子本町２丁目１９－２７ 03-3906-2061

永井　美容室 北区王子１丁目１４－１７ 03-3914-6607

立花　美容室 北区豊島１丁目２１－３ 03-3914-6614

カットルーム　マイン 北区上十条１丁目２０－２ 03-3909-9860

スリ－ク　美容室 北区王子３丁目９－１ 03-3914-2190

ビューティ　はない 北区上十条３丁目２２－２ 03-3906-9515

モード・カット・マイウェイ 北区十条仲原２丁目１０－２５ 03-3909-7653

ヘアークリニックサロン　ＳＥＩＤＯ 北区赤羽南１丁目４－１２　ジュヒロプラザ　１０３ 03-3903-4407

ヘアーマジック　髪仙人 北区十条仲原１丁目５－６ 03-3900-2050

美容室コモンズ 北区豊島７丁目５－２ 03-3927-2709

カットインタイム 北区十条仲原１丁目８－２小内ビル１Ｆ 03-3907-6781

美容室　アップル 北区王子本町３丁目８－１９ 03-3905-3323

ヘアー＆エステ　モトヨシ 北区堀船３丁目２２－１３ 03-3913-8614

美容室　ＭＡＣＨＩＤＡ 北区十条仲原１丁目２５－１４ 03-3906-6540

美容室　アピタ 北区十条仲原１丁目６－７ 03-3905-3838

ビューティサロン　リトルビーンズ 北区中十条２丁目３－７ 03-3909-0441

リベーヌ　美容室 北区王子２丁目１４－２０ 03-3914-6579

（有）リヴ・ゴーシュ 北区神谷１丁目２－１５－１０１ 03-5390-1721

メゾン・ド・ボーテ　モトコ 北区王子１丁目９－１ 03-3913-0233

クリエイトサロン　ユキオ 北区王子１丁目１４－１６　ブレド王子１Ｆ 03-3912-9922

（有）ヘアー・ジンク 北区東十条４丁目４－５ 03-3919-6878

美容室　バナナ・クレイジー 北区東十条３丁目１４－１４ 03-3919-2023



店舗名 住所 電話番号

サンオアシス　美容室 北区豊島４丁目６－１８ 03-3912-8061

ミント　美容室 北区豊島３丁目７－２１ 03-3914-9711

アミー　美容室 北区中十条３丁目３６－１６　ソシアルシティ３Ｆ 03-3907-3665

ヘアーサロン　Ｔｏ－Ｆｏ 北区東十条２丁目１５－１２　バロンハイツ東十条　１０２ 03-5875-4776

ｈａｉｒ＆ｌｏｕｎｇｅ　Ａ’ＣＴ 北区神谷１丁目３１－２ 03-3914-4944

ＭＵＳＴＡＣＨＥ 北区東十条３丁目１５－７ 03-3911-3011

美容室　ｂｏｎｈｅｕｒ 北区上十条２丁目７－１５ 03-5963-8182

ＰＩＥＣＥ　美容室 北区堀船２丁目１４－２ 03-3911-3510

ＨＡＩＲ　ＧＯＵＲＩＫＩ 北区王子５丁目１０－８　ランドメディウス神谷　２Ｆ 03-3911-5177

Ｃａｃｈｅ－Ｃａｃｈｅ 北区上十条１丁目２０－２ 03-3907-7555

ＢＢＳ　本店　美容室 北区王子１丁目１４－２　ＢＢＳビル２Ｆ 03-3914-2721

Ｌｉｋｋｌｅ　Ｍｏｒｅ 北区中十条３丁目１２－９高瀬ビル１Ｆ 03-3900-6358

クイーン　美容室 北区岸町１丁目１－９ 03-3906-5007

ピリカ 北区王子５丁目１０－５　朝日クレス・パリオ王子１０５号室 03-3927-4472

美容室バロン 北区十条仲原２丁目２－６ 03-5948-9290

ｐｉａａＬｕｃｉａ 北区上十条３丁目２０－１ 03-5948-9584

Ｒｉｇａｎｕｔｓ 北区上十条３丁目５－１０　楠ビル１Ｆ 03-6454-3383

ＰＬＵＳＡ 北区東十条４丁目６－２－１０１ 03-6903-0296

ビューティサロン　サワ 北区中十条１丁目１５－３ 03-3909-4005

クロベ　美容室 北区赤羽１丁目４０－８ 03-3901-0014

ビューティサロン　桐ヶ丘 北区赤羽西５丁目７－１０－１０２ 03-3907-0201

マレ　美容室 北区志茂２丁目５８－１２ 03-3901-2295

うすい　美容室 北区赤羽１丁目１２－１ 03-3903-2885

美容室　ラ・ボーテ 北区赤羽台１丁目５－１６ 03-3907-0005

ｉｃｅｄ　ｏｕｔ 北区赤羽南１丁目５－９　稲村コーポ　８０３ 03-6454-4178

コワフュール　ファミユ 北区赤羽台２丁目４－５１ 03-3906-9497

藤巻　美容室 北区志茂２丁目４８－５ 03-3901-1406

ニューレディ　美容室 北区志茂１丁目１２－７ 03-3902-0817

ルイ　美容室 北区赤羽北３丁目２０－７ 03-3909-6513

美容室　ツボミ 北区赤羽北３丁目２－６ 03-3900-9377

美容室　ばるん 北区浮間３丁目２７－３　原ビル１Ｆ 03-5970-8533



店舗名 住所 電話番号

アトム 北区志茂３丁目２１－５－２Ｆ 03-3598-3610

ソネット 北区赤羽１丁目４１－５　アダマスビル　２０１ 03-3903-2207

中村　美容室 板橋区東坂下１丁目６－１０－１２０ 03-5994-0288

ｈａｎａ 北区赤羽２丁目１８－２　ＡＣビル　１Ｆ 03-6323-9604

ＣＯＣＯＲＯ 北区赤羽西６丁目１３－１０ 03-3906-3193

ＬＩＴＡ 北区赤羽２丁目２２－９ 03-5939-9681

ビューティサロン　ミヤコ 北区赤羽西３丁目１７－１５ 03-3908-8100

Ｔｒｅａｔ 北区赤羽南１丁目３－２－６Ｆ 03-6454-4160

パッション 北区赤羽２丁目１０－３ 03-3901-4144

西が丘パール美容室 北区西が丘１丁目６－２　新井ビル１０１ 03-6755-3716

Ｓａｌｏｎ　ＢＡＬＬＹＳ 北区赤羽２丁目１２－３　まつ喜ビル２Ｆ 03-6903-8149

美容室　ｋ＋ｐｌｕｓ 北区赤羽南１丁目３－７　ファミール赤羽１Ｆ 03-3902-0305

ヘアー＆メイク　ＩＮ　ＴＨＥ　Ｐｉｎｋ 北区赤羽北２丁目１３－１３　セブンストーリー２０３ 03-5948-9500

ｉｃｅｄ　ｏｕｔ 北区赤羽南１丁目５－９　稲付コーポ３０３ 03-6903-9771

ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　ｒｏｃｋｅｔ 北区浮間４丁目３１－９　ラ・メゾン・フルーリーＣ号 03-5918-6922

GLOW　赤羽 北区赤羽１丁目１５－１　新仲ビル５Ｆ 03-6903-8673

graphy 03-6454-4536

face akabane NEO 北区赤羽２丁目１４－３　冨士屋ビル２Ｆ 03-3903-3975

フェイス赤羽 北区赤羽南１丁目５－３　グランデージ赤羽南１Ｆ 03-3902-2555

ぼたん　美容室 北区田端新町１丁目８－１３ 03-3800-2487

ビューティ　ナカミ 北区上中里２丁目２１－９ 03-3919-2065

いずみ　美容室 北区滝野川１丁目９－３ 03-3917-8630

小久保　美容室 北区滝野川５丁目４８－１２ 03-3916-8483

リリー　美容室 北区滝野川６丁目３８－５ 03-3916-3905

キュー　美容室 北区田端４丁目７－１１ 03-3828-5577

ミエ　美容室 北区田端６丁目３－４ 03-3828-0095

ビューティサロン　サカエ 北区栄町８－１ 03-3914-5658

ビューティサロン　アドニス 北区西ヶ原４丁目２０－６ 03-3910-8296

美容室　ジミー 北区田端１丁目２３－７ 03-3823-5398

カネコ　美容室 北区滝野川３丁目２５－１０ 03-3915-8129

ヘアーメイク　シライワ 北区中里２丁目８－３　渡部ビル２Ｆ 03-3918-0017



店舗名 住所 電話番号

パーマハウス　花きゃべつ 北区西ヶ原４丁目４８－７ 03-3910-0222

ビューティサロン　ファイブカット 北区滝野川６丁目４０－７　杉本ビル　１Ｆ 03-3915-4474

ＳＨＩＪＡＫＵ　ＨＡＩＲ 豊島区駒込２丁目８－６　森田ビル　１Ｆ 03-3910-7300

ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ－ｕｐ　ｎａｎａ 北区田端３丁目１－１２－１０４ 03-3824-5955

美容室　クリムト 北区滝野川７丁目１１－１１ 03-3916-2479

ｓ．ｄ．ｃ　ｃｏｕｌｅｕｒ 北区西ケ原２丁目３９－１２　ペアシティアネックス３－１０４ 03-3940-7578

ヘアスタジオ　コタカ 北区田端２丁目１―２０ 03-3824-4929

美容室　モダンタイム 北区堀船２丁目９－１９ 03-3914-6631

美容室　三愛 北区田端新町１丁目２０－１ 03-3800-7439

ヘアワークス　Ｔ’ｓ 北区昭和町２丁目６－３ 03-3894-5283

ビューティトーク　花林檎 北区滝野川６丁目１５－３　ゼンタンビル　１Ｆ 03-3918-5686

水車　美容室 北区田端新町３丁目４－８ 03-3800-2425

ヘアメイク　クレオ 北区田端１丁目１５－１３ 03-3822-9413

ＧＩＲＩ　ＧＩＲＩ 北区田端５丁目２－１０ 03-3822-0355

美容室　ＭＡＣＨＩＤＡ 北区滝野川２丁目１０－１３ 03-3910-7775

マドンナ　美容室 北区滝野川７丁目２４－４ 03-3916-7222

美容室　がるぼ　アキレイ 北区中里２丁目４－５－１０４ 03-3915-2408

ヘアー＆ネイル　シーソー 北区東田端２丁目４－２　ベリーノセリノア　１Ｆ 03-5901-9672

Ｅｇａｌｉｔｅ 北区西ケ原１丁目７－８－１Ｆ 03-6903-5147

宮地　美容室 荒川区西日暮里１丁目１６－１０ 03-3891-3419

スズラン　美容室 荒川区南千住１丁目５－９ 03-3801-8601

ビューティサロン　ぼたん 荒川区南千住１丁目２１－５ 03-3891-3086

喜久家　美容室 荒川区南千住６丁目２４－１ 03-3891-5398

チャーム　美容室 荒川区荒川６丁目１１－７ 03-3809-0333

ＥＭＳ 荒川区町屋３丁目３－１３ 03-3892-1659

尾久　美容室 荒川区東尾久３丁目７－８ 03-3895-3431

エミー　美容室 荒川区東日暮里１丁目３２－１０ 03-3801-1957

平間　美容室 荒川区東日暮里２丁目９－１１ 03-3801-1445

さくら　美容室 荒川区東日暮里３丁目１１－１４ 03-3802-4748

カシワヤ美容室日暮里支店 荒川区東日暮里５丁目１－６ 03-3807-3083

サロン・ド・ルイス 荒川区東日暮里６丁目１０－１２ 03-3807-4230



店舗名 住所 電話番号

精華　美容室 荒川区西日暮里１丁目４１－１ 03-3802-2626

ひかり　美容室 荒川区西日暮里１丁目５０－６ 03-3807-0652

サユリ　美容室 荒川区西日暮里３丁目１０－３ 03-3821-4124

イチハラ　美容室 荒川区南千住２丁目３－４ 03-3801-4954

ナグモ　美容室 荒川区南千住２丁目１７－５ 03-3807-3004

小松　美容室 荒川区南千住８丁目６－１－１０３ 03-3806-5094

ひさご　美容室 荒川区荒川３丁目２３－１４ 03-3801-2593

アヤ　美容室 荒川区荒川３丁目６３－２ 03-3801-8923

リリー　美容室 荒川区町屋１丁目１７－７ 03-3895-3784

美容室　エアリー 荒川区町屋６丁目９－１１ 03-3895-8400

マロナ　プルミエール 荒川区東尾久１丁目１２－８ 03-3895-5371

エリ　美容室 荒川区東尾久４丁目１５－１０ 03-3893-1422

アイリス　ビューティサロン 荒川区西尾久６丁目２９－４ 03-3894-6324

すみ　美容室 荒川区町屋６丁目２１－１８ 03-3895-1080

ビューティショップ　レラ 荒川区荒川６丁目５－３ 03-3892-0636

ビューティハウス　らびえ 荒川区町屋４丁目１－２ 03-3895-6396

貴子　美容室 荒川区荒川１丁目３４－１ 03-3891-9980

ビューティ　江沢 荒川区西日暮里２丁目７－１２ 03-3806-3327

そわえ　美容室 荒川区東尾久６丁目１４－１６ 03-3892-7019

ビューティ　ハナビシ 荒川区南千住６丁目２４－１１ 03-3802-4726

ビューティサロン　アキラ 荒川区南千住５丁目３５－２ 03-3807-4419

ヘアーブティック　クラージュ 荒川区南千住５丁目２－１ 03-3801-6877

サロンド　ヨーコ 荒川区東日暮里４丁目３５－１９　藤マンション１Ｆ 03-3806-4458

サロンド　ＹＯＵ 荒川区東日暮里１丁目１６－１５ 03-3806-5995

ビューティ　ジョイ 荒川区東日暮里４丁目３２－１３ 03-3806-1041

エル　美容室 荒川区西日暮里５丁目１４－１２ 03-3806-4943

ヘアー＆エステティック　清水和子の店 荒川区西日暮里５丁目３０－７ 03-3801-9771

美容室　ディック 荒川区町屋１丁目７－３ 03-3809-2205

Ｇｒａｃｅ　フェスタ店 荒川区南千住１丁目１３－２２－２Ｆ 03-3806-7602

カットイン　クレーブ 荒川区西日暮里６丁目４３－１ 03-3894-4753

ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｍａｋｅ　Ｐ．Ｏ．Ｓ．Ｈ 荒川区東尾久４丁目２８－２ 03-3810-6171



店舗名 住所 電話番号

チャーム　美容室 荒川区南千住５丁目２１－１０ 03-3801-5756

ナッティ　ヘアーエステティックサロン 荒川区西尾久６丁目３３－１ 03-3800-7809

メロー　美容室 荒川区東尾久２丁目２６－１１ 03-3895-2929

美容室　ＫＭ 荒川区西尾久１丁目２６－４ 03-3894-4789

ｈａｉｒ　ＭＲＭ 荒川区荒川６丁目４０－５ 03-3895-5831

美容室　ポッシュ 荒川区西日暮里４丁目２１－２　ＷＦビル　２Ｆ 03-5814-8550

美容室　髪姫 荒川区西尾久１丁目１２－６ 03-3893-5658

美容室　ロアジール 荒川区西日暮里６丁目２７－５ 03-3800-8323

美容室　オネスティ 荒川区東日暮里６丁目４８－１５ 03-3807-8770

美容室　シャノワール 荒川区南千住６丁目３７－５　アクロシティマーケットスクェア　１０１ 03-3805-8244

ヘアー　エンポリオ 荒川区西尾久１丁目１６－４　田端ビル１Ｆ 03-3894-2955

カッティングハウス　ラスタ 荒川区東尾久４丁目３１－４ 03-3893-3027

サロンド　久 荒川区西尾久３丁目２５－１８ 03-3893-6967

美容室　寿限無 荒川区町屋３丁目２０－１８－１Ｆ 03-3800-1233

美容室　ＪＵＮ 荒川区西日暮里４丁目２１－７　コート池上ビル 03-3824-6039

バーサス　美容室 荒川区西尾久３丁目２５－１７ 03-3810-7779

ヘアーメイク　アティレ 荒川区西日暮里６丁目４８－１０　大熊ビル 03-3819-0105

美容室　ハピネス 荒川区荒川３丁目６１－４ 03-3805-7317

美容室　フェリッツ 荒川区荒川４丁目３６－２ 03-3806-9941

ぱーまや　α 荒川区南千住８丁目４－５－１１３ 03-3802-7271

カットハウス　坂井 荒川区南千住１丁目２７－２ 03-3806-5494

ＡＲＴＩＳ 荒川区東日暮里５丁目４－１　ベルクハイム日暮里５０１ 03-5811-6628

ヘアーファションルーム　オアシス 荒川区町屋２丁目４－６ 03-3819-6250

ヘアージェスト 荒川区西尾久３丁目２４－１５ 03-3809-1206

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

美容室　ティアラ 荒川区東尾久４丁目４３－３ 03-3895-1119

Ｂ’ｓ１６０ 荒川区東尾久５丁目１３－１９ 03-3800-2356

サロンド　ピュール 荒川区荒川４丁目５０－５ 03-5604-9493

美容室　ＭＡＮＮＩＳＨ 荒川区荒川４丁目６－６－１０２ 03-3801-0270

ヘアーブティック　ＷＥＳＴ 荒川区西尾久７丁目１３－６　フレグランスＢＬＤ 03-3810-7266

ビューティ　モード 荒川区西尾久２丁目１８－２ 03-3893-3905



店舗名 住所 電話番号

シャノワール 荒川区西尾久７丁目２３－４ 03-3810-3088

ワッツ　イースト 荒川区町屋８丁目１－９ 03-3894-7292

グラチチュード 荒川区町屋１丁目９－３ 03-3895-5282

Ｃｏｏ　Ｍｅｅ 荒川区西尾久２丁目２９－７ 03-3810-5331

フルール 荒川区荒川３丁目１２－１６　ライオンズマンション荒川公園　１０５ 03-3801-7754

ヘアーサロン　ラニモエ 荒川区東日暮里３丁目３２－１８ 03-5811-9086

ＤＯＮＪＡＮ 荒川区西日暮里５丁目２１－６　山本ビル　１Ｆ 090-9343-1917

美容室優凛 荒川区南千住６丁目５１－２２ 090-9206-8155

hair room motena 荒川区西日暮里３丁目１４－１３　日暮里コニシビル３０１ 03-5814-2231

ル・クール 荒川区南千住６丁目２６－８－１Ｆ 03-3807-5530

ビューティひまわり 荒川区町屋３丁目３０－３　第四共栄コーポ１Ｆ 03-3892-2313

美容室フェミニン 荒川区東日暮里１丁目６－１３ 03-3802-5862

ヘアーサロン　ハーブ 荒川区西尾久２丁目３０－１５ 03-3819-7808

ヴァンセン　美容室 品川区北品川１丁目２８－７　ＹＫビル　１Ｆ 03-3471-3042

おしゃれ泥棒ローレル　美容室 品川区東品川１丁目３１－１２ 03-3471-5606

ＬＥ　ＦＡＳＴＥ 品川区北品川１丁目２４－１８ 03-5463-5276

ラヴィンプラス 品川区南品川３丁目４－１３ 03-3474-7591

ビューティ　サエ 品川区南品川２丁目１０－５ 03-3472-8139

マツ　美容室 品川区東品川１丁目８－１７ 03-3471-3948

和　美容室 品川区東品川１丁目７－１６ 03-3472-0424

Ｆｌｏｗｅｒ 品川区南品川２丁目７－１２　平野ビル２Ｆ 03-3471-9274

キリング　美容室 品川区東大井５丁目７－２ 03-3471-2137

サロンドボーテ　トモ 品川区西品川３丁目７－７　マンション大崎１０１ 03-3493-8065

うえき　美容室 品川区西品川２丁目５－９ 03-3492-5069

サカエ　美容室 品川区東品川１丁目７－９ 03-3471-4895

Hokule'a 品川区豊町１－７－４ 03-5498-6558

エニシス 品川区南品川４丁目２－１４－１Ｆ 03-6433-2223

サロンド　ヤエ 品川区南品川１丁目８－４　山田ビル１Ｆ 03-5460-4848

ヤマノビューティウェルネスサロン 品川区東品川２丁目３－１２ 03-5460-4650

スエ　美容室 品川区東大井３丁目１２－１７ 03-3762-2094

ユリ　美容室 品川区西大井４丁目２３－５ 03-3776-6984



店舗名 住所 電話番号

美容室　リンク 品川区南大井６丁目２４－１－１０６ 03-3764-8838

りえ　美容室 品川区東大井２丁目８－１９ 03-3471-2861

みか　美容室 品川区西大井５丁目１０－２ 03-3771-0808

大井　美容室 品川区東大井５丁目５－７ 03-3474-7436

メリー　美粧院 品川区大井１丁目４０－４ 03-3771-4852

キク　美容室 品川区大井４丁目１８－３ 03-3772-1509

Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍａｓａｙｕｋｉ 品川区大井３丁目５－９ 03-3776-1190

ヘアスタジオ　アット 品川区東大井５丁目２－７　磯部ビル２Ｆ 03-3450-5180

ぱーまねんと　ヒロ 品川区南大井４丁目３－１２ 03-3766-0575

ハーテックサロン 品川区西大井４丁目１５－７ 03-3776-8860

美容室　ウェーブ 品川区大井５丁目１０－１１ 03-3777-6231

美容室　髪結 品川区大井１丁目４１－１３　エスポワールＭ１階 03-5709-3102

アトリエ　ファム 品川区東大井５丁目５－１１　サンライズビル２Ｆ 03-5460-8282

美容室Ｊｕｌｉｅ 品川区西品川１丁目３０－９ 03-3783-2150

（株）ビューティ　シオン 品川区東大井５丁目９－７　（本店） 03-3472-0200

美容室　ｋｏｋｏ 品川区東大井５丁目１４－７ 03-5461-3328

ヘアースタジオ　つね 品川区東大井１丁目２－１８ 03-3474-4438

ヘアー　キャス 品川区南大井１丁目１－２ 03-3768-7097

美容室　Ｐ．Ｕ 品川区大井１丁目４８－６　永井ビル　１Ｆ 03-5742-8486

サロンド　ミュウ 品川区西大井５丁目８－３ 03-3775-3255

ヘアーメイク　エスト 品川区二葉１丁目１１－５　メイツ大井町　１０３ 03-6421-6654

美容室　とるる 品川区南大井６丁目２７－１　浅野ビル 03-3766-0406

セリオン　大井町店 品川区大井１丁目１－１６ 03-5743-3788

Ｓａ－Ｊｕ 品川区大井１丁目５５－６　牧ビル　１Ｆ 03-3774-4425

美容室　アルコ 品川区大井４丁目３－１　ヴィアイン東京　２Ｆ 03-5743-3355

サロンド　エニケス 品川区西五反田５丁目１０－７　サイトウビル２Ｆ 03-5487-3747

株式会社ボウクレア美容室 品川区東五反田１丁目１１－１２　大力ビル５Ｆ 03-5420-3083

オブティール 品川区西五反田４丁目４－２５ 03-5437-6301

ｃｈｕｌｌａ 品川区西五反田５丁目１－１６ 03-3493-3986

ｕｎｌｅａｓｈ 品川区上大崎４丁目３－７　ソレイユ目黒　１Ｆ 03-6427-7573

山野愛子美容室　東京マリオットホテル店 品川区北品川４丁目７－３５　東京マリオットホテルＢ１Ｆ 03-6409-6333



店舗名 住所 電話番号

ローヤルビューティセンター 品川区東五反田５丁目２７－５　５セントラルビル５Ｆ 03-5422-7800

ニューポニー美容室 品川区戸越５丁目５－１５　グランドール１Ｆ 03-3787-8768

ポニー美容室 品川区戸越１丁目１６－１１ 03-3785-8785

Ｋａｇｕｙａｈｉｍｅ 品川区大井１丁目２２－５　八木ビル３Ｆ 03-6809-9326

アミティエ 品川区大崎５丁目６－１１ 03-6471-9128

アクロスヘアデザイン 品川区東五反田１丁目１１－８　大阪ビル３Ｆ 03-6455-6854

ヘリアンタス 品川区大井１丁目４３－２　スカイビル１Ｆ 03-6303-7533

Ｒｅ：ＳＯＮＯ 品川区西五反田５丁目１１－１３　福嶋ビル１Ｆ 03-6417-4242

アトリエ　Ｍ 品川区西品川１丁目３０－７　パークサイド下明神２０１ 03-5498-6096

ＹＵＫＩＫＯＳ 港区白金台５丁目２２－１１　ソフトタウン白金６０６ 050-3556-4343

ナチュラルビューティアイ 品川区上大崎３丁目１－２　ブリリアタワーズ目黒１７１３ 03-6450-3385

バーグ　ドゥ 品川区大崎２丁目９－１　大崎シティータワーズＳＢ１０２ 03-6417-0755

Ｋａｎｔｅ 品川区上大崎２丁目１１－２　第９吉田ビル２階 03-6450-4450

ＴＨＫ． 品川区北品川１丁目１０－９　ＴＣビル１Ｆ 03-6433-9322

オオノ美容室 品川区南品川４丁目４－１６ 03-3474-5505

タカ美容院 品川区南品川６丁目１８－１８ 03-3474-8285

ヘアーサロン　リノ 品川区東五反田１丁目１４－１１－６Ｆ 03-6459-3578

Ｂｅａｕｔｙ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｐｕｒｅ　Ｒｏｍａｎ 品川区小山６丁目２７－１１ 03-3714-2818

白百合　美容室 品川区平塚２丁目１８－１３ 03-3781-1541

リド　美容室 品川区旗の台５丁目７－６　秀和レジデンス　１０３ 03-3785-8805

麗　美容室 品川区中延４丁目１６－２４ 03-3785-3813

美容室　マーチ 品川区旗の台５丁目７－８ 03-3787-9710

ともえ　美容室 品川区中延１丁目４－４ 03-3782-8092

ｓＱｉｎｃｈ 品川区中延５丁目１４－２３　スカイビル　２Ｆ 03-3785-7076

美容室　メリーランド 品川区中延５丁目６－１８ 03-3787-0400

カットハウス・マーチ 品川区中延４丁目４－５　アランシオーネ１Ｆ 03-3788-4488

ＢＰＪ’Ｓ　ｂｙ　美容企画室　目黒店 品川区小山台１丁目３３－９　トップ不動前１Ｆ 03-3495-1326

パルファン　美容室 品川区小山５丁目１－５ 03-3712-5527

ＳＡＬＡ 品川区東中延２丁目１０－１３　春日ビル　２階 03-3788-2343

ヘアーショップ　テンオンス 品川区平塚１丁目６－２１ 03-3781-1774

美容室　エルム 品川区小山３丁目１１－２ 03-3788-5047



店舗名 住所 電話番号

京園　美容室 品川区小山６丁目４－８ 03-3782-0793

ブランドニューメリーランド　ヘアーＺ’ｓ 品川区戸越２丁目７－５　ウイン戸越　１０１ 03-3787-6530

ヤマシタ　美容室 品川区小山６丁目１０－１ 03-3785-8502

ヘアー＆メイク　スプラッシュ 品川区旗の台４丁目７－４　ネオ旗の台　１０１ 03-3788-0750

マナの木 品川区中延５丁目６－４　ベルベーレ中延　１Ｆ 03-5788-3341

サロンド　ヤス 品川区豊町６丁目１０－３ 03-3781-4158

フリンジ 品川区中延２丁目１５－１４ 03-3786-7823

美容室　伊東 品川区豊町６丁目１５－４ 03-3782-8976

Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ｋａｔａ－Ｋａｔａ 品川区旗の台５丁目８－４ 03-3782-6022

美容室　アルファ 品川区戸越５丁目１０－１７　コモロビル　２Ｆ 03-3784-0115

Ｒｅｌａｘ　Ｈａｉｒ　ＲＯＯＴＳ 品川区小山３丁目８－１ 03-5702-3788

トワ　美容室 品川区二葉町３丁目２５－７ 03-3785-8554

ＰＲＩＶＡＴＥ　ＳＡＬＯＮ　Ａｕｒａ 品川区中延３丁目１３－１５ 03-3787-2411

カットファクトリー　戸越銀座 品川区戸越１丁目１９－１７ 03-5833-3339

Ｒｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｈａｉｒ　Ｍｉｕｎｏ 品川区中延２丁目１５－１１ 03-3786-9771

美容室Ｈｉｌｌａｒｙ 品川区小山６丁目７－１１　カメリアコート１０１ 03-6426-9118

ｐｒｉｍｅ Ｓ 品川区小山４丁目４－２２　武蔵小山ビル 03-6426-2962

hair　make　Petite chou chou 品川区旗の台５丁目１１－３　Park　Hills　旗の台１Ｆ 03-6426-6777

ｕｌｉｕｌｉ 品川区荏原３丁目１－３　プリンスⅢ１Ｆ 03-6451-3073

Hair-make aim 品川区東中延２丁目１－２ 03-6426-2254

セリオン品川店 品川区平塚１丁目９－１　グローバル戸越銀座ビル２Ｆ 03-3784-4744

キーボーの店 品川区小山６丁目８－１３マイキャッスル西小山 03-3783-8768

ピクシー美容室 品川区中延５丁目９－１０　ムラモトハイツ１Ｆ 03-3783-2670

ｅｓ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｓｐａｃｅ 品川区小山３丁目２７－３ｐｓビル３Ｆ 03-3783-0066

Ｌａｕｇｈｉｌｅ 品川区中延３丁目１３－１０ 03-3782-7039

美容　ミナ 大田区池上４丁目１５－１３ 03-3752-5855

小林　美容室 大田区中央６丁目２５－３ 03-3752-1948

Ｋ・ウンノ　美容室 大田区大森北１丁目２７－２ 03-3761-9623

ヘアーメイク　アクシス 大田区東馬込１丁目４３－３ 03-3776-5995

ヘアギャラリー　四季 大田区大森北３丁目３１－１６ 03-3765-6550

ナ－ミ　美容室 品川区南大井３丁目２７－１３ 03-3763-0092



店舗名 住所 電話番号

美容室　Ｗｉｌｌ 大田区山王３丁目１８－２７ 03-3771-5671

ビューティサロン　スワン 大田区池上６丁目２４－１１ 03-3751-4936

ボン　美容室 大田区北馬込２丁目３－２ 03-3772-6698

ヘアーゾーン・ウェーブ 大田区山王２丁目１７－３　小松ビル1F 03-3772-5252

サロンド　トリー 大田区西馬込２丁目１８－１８ 03-3772-7518

カトレア　美容室 大田区中馬込３丁目１－１８ 03-3775-4508

グランレーブ 大田区中央４丁目３０－４ 03-3778-3132

ビューティサロン　イトカワ 大田区中央１丁目７－８ 03-3774-5568

美容室　アジュール 大田区大森北１丁目８－５　日谷ビル　２Ｆ 03-3766-8080

アップ・トゥ・ヘアー 大田区千鳥１丁目４－２－１０２　トーアシティコープ 03-3754-1960

とざき　美容室 大田区大森西４丁目１２－６ 03-3764-3446

ＧＡＬＬＥＲＩＡ　Ｓａｌｌａ 大田区蒲田２丁目７－１４ 03-3739-4448

ヘアーアート　トゥールマリ 大田区大森北４丁目２６－２１ 03-3768-1488

エビナ　美容室 大田区南馬込４丁目１７－４ 03-3776-1999

ビューティショップ　モトル 大田区南馬込５丁目２５－１ 03-3778-0004

ブラッシュワン　美容室 大田区山王２丁目４１－６　秋葉ビル　２Ｆ 03-3774-4788

カッティングハウス　アンアン 大田区大森西６丁目１４－５ 03-3761-8931

Ｖｅｌｌａ 大田区池上４丁目２３－１０ 03-3751-4648

石川稔　美容室 大田区大森北６丁目１３－１０　島田ビル　２Ｆ 03-3765-7462

１０ｔｏ８　美容室 大田区南馬込５丁目３８－１５　プチメゾン１Ｆ 03-3776-7729

西洋髪結ＨＴＳＡＮＮＯＵ 大田区山王１丁目４３－７－１０１ 03-3777-7181

ヘアースタジオ・エル 大田区池上５丁目７－５　ベルサイユ池上　１Ｆ 03-3755-3021

美容室　セゾン 大田区中央６丁目２２－１４　エクセル池上 03-3752-3840

ビューティ　美美 大田区池上６丁目２－２６　サンライズ池上２０４ 03-3755-6927

西洋髪結　正宗卓の店　プラス　Ⅱ 大田区南馬込５丁目３１－１１ 03-3772-7254

ダイアナ　美容室 大田区山王１丁目４４－５ 03-3774-7767

チェリー　美容室 大田区大森西１丁目９－２８　第３丸久コーポビル１０２ 03-3764-8982

ジュリー　美容室 大田区南馬込６丁目１２－３ 03-3773-8971

ＺＥＬＥ　大森 大田区山王２丁目３－１３　シオカワビル２Ｆ 03-3773-8025

ゆき　美容室 大田区大森西２丁目２０－２１ 03-3766-6457

ささ　美容室 大田区大森西６丁目５－１ 03-3766-3828



店舗名 住所 電話番号

美容室　Ａｉｍ－Ｒ 大田区大森北１丁目１４－４　セントラルビル１Ｆ 03-5471-3388

美容室　友アンド友 大田区池上４丁目３１－１７　福田ビル１Ｆ 03-3752-6688

美容室　結女 大田区西馬込２丁目３－９　グリーンバレー　１０１ 03-3776-5550

ヘア＆リラックス　ｔｉｆｅ 大田区大森西６丁目１２－２０ 03-3762-2468

ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｍａｋｅ　ｅｍｓ 大田区山王２丁目３６－１２　東陽ビル　１Ｆ 03-5743-2113

ＳＡＬＯＮ　ＤＩＶＡ 大田区山王３丁目３０－７ 03-5718-1205

とれびあん 品川区西大井４丁目１８－１２ 03-3776-5269

美容室　タカハシ 大田区中央３丁目１６－５ 03-5709-0949

美容室　ベア 大田区山王３丁目６－３　ドンキホーテ２Ｆ 03-3772-3737

カットサロン　ベア 大田区山王３丁目３－１ 03-3776-7986

ＶＩＣ　５ 大田区山王３丁目２４－２ 03-3771-7120

ＢＯＩＳ 大田区大森北６丁目２７－１ 03-5767-2111

ヘアーメイク　ラヴィ 大田区山王２丁目７－８　エコービル　１Ｆ 03-3776-6570

Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｐｏｗｄｅｒ 大田区大森本町２丁目３２－２　市川ビル 03-5493-3039

KALOHA private hair salon 大田区大森北１丁目２８－７ 03-3761-8363

アトリエ　アウスレーゼ 大田区山王１丁目４－３－３Ｆ 03-3774-4581

サロンド　Ｍ 大田区大森西７丁目７－２４ 03-3735-7688

ｂｒｉｃｋ 大田区大森北３丁目１－４ 03-3298-3740

ビューティルーム　クレヨン 大田区中央２丁目１１－８ 03-3776-7094

ａｒｃ 大田区池上４丁目３１－１９ 03-6410-2190

M's　ヘアケア 大田区池上３丁目３２－１７－１０２５ 03-6410-3858

ＬｕＤｕＳ 大田区蒲田５丁目４３－７ 03-6424-4740

ＬＡＺＵＲＩＴＥ 品川区旗の台５丁目８－７　サンシティ１０２ 03-6421-6433

カッティングハウスＹＡＺＡＷＡ 大田区中央３丁目８－１８ 03-3772-4524

ＡＱＵＡ　ＦＥＥＬ 大田区大森北３丁目１－２　ＫＫＳビル４Ｆ 03-6423-0417

sipsofira 大田区大森西５丁目１０－３－１Ｆ 03-6404-9291

美容室　アンジェ 大田区池上６丁目２－８ 03-6303-5559

美容室　ヒズハーズ 大田区山王２丁目７－４－２Ｆ 03-3773-8636

ＬＩＮＫＩＥ 大田区大森北１丁目２９－１５ 03-6410-8400

Ｌｉｔｔｌｅ　ＭＯＤＥ 大田区大森北１丁目１１－１８　大森ハウス１０２ 03-3762-9703

ＳＨＩＧＥ 大田区田園調布本町２９－２　ウェル田園調布　１０１ 03-3722-2092



店舗名 住所 電話番号

和　美容院　Ｋ 大田区雪谷大塚町２－２ 03-3720-7041

Ｋａｋｉｍｏｔｏ　ａｒｍｓ 大田区田園調布３丁目１－６　平川ビル２Ｆ 03-3722-3681

西洋髪結　正宗卓 大田区上池台３丁目１６－１ 03-3727-5151

美容室　ｉｆｆ 大田区南雪谷２丁目１７－９　ゆたか第２ビル２Ｆ 03-3726-2676

西洋髪結　プラス１ 大田区上池台５丁目３５－６ 03-3726-5315

ヘア＆メイク　アバンティー 大田区北千束２丁目３４－４ 03-3726-5751

サロンド・ボーテ・タカハシ 大田区雪谷大塚町１１－７ 03-3728-4156

アガペー　ヘアーカット 大田区千鳥１丁目５－４　ライオンズマンション　１Ｆ１８号 03-3752-2012

トップ・ヘアーサロン 大田区北嶺町３２－１６　鈴木嶺ビル２Ｆ 03-3727-6586

カラーラボガイア 大田区東雪谷２丁目１１－３ 03-3720-4117

美容室　アイリス 大田区北千束１丁目６２－９ 03-3717-9160

ヘアークラブ・ブレインズ 大田区上池台２丁目３３－５　洗足池ヴェルデ１Ｆ 03-5499-1661

ビューティサロン　シニヨン 大田区久が原４丁目１８－２０ 03-5700-2224

インビテーション 目黒区自由が丘１丁目２５－９　自由が丘テラス　２Ｆ 03-3723-3533

美容室　シュクラン 大田区田園調布１丁目２７－４ 03-3721-1177

ビューティファクトリー　遊楽 大田区田園調布２丁目４５－８ 03-3722-7022

ヘアーメイドサロン　フェイム 大田区北千束１丁目５１－１ 03-3725-5757

パームス　ヘアー 大田区東雪谷２丁目３－２８ 03-3726-4430

ヘアブティック　ロペ 大田区久が原３丁目３４－１１－１０１ 03-3759-7177

ヘアライヴＮ２ 大田区上池台１丁目１３－３ 03-3720-0465

サロンド　ユウ 大田区鵜の木１丁目１１－６ 03-3759-5705

ヘアーサロン　ベイズヴォーター 大田区南久が原２丁目９－６ 03-3750-0566

西洋髪結　ＭＡＳＡＭＵＮＥ 大田区上池台５丁目１６－４ 03-3727-0408

ｋｏｏ－ｒｉｎ 大田区南雪谷２丁目１５－２　好屋ビル　２Ｆ 03-5499-2445

ヘアスタジオ　ＫＵＪＡ 大田区北馬込１丁目１０－４ 03-3776-0040

レフア 大田区南久が原２丁目１－２０　セザールプラザ久が原１Ｆ 03-3752-8311

美容室　オオレ 大田区中央４丁目１－１ 03-3772-5601

アセンション 大田区久が原３丁目３４－１３　コロラードマルワ１０４ 03-5748-8535

ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ｏｌｇｅｍ 大田区池上２丁目１３－１ 03-3755-0577

ＣＯＭＯＤＯ 大田区南雪谷２丁目３－１０　ＷＩＺ－ＢＥ　２Ｆ 03-3728-5153

美容室　ルーチェ 大田区北千束１丁目５２－５ 03-5729-1616



店舗名 住所 電話番号

ＬＵＡＮＡ 大田区南雪谷２丁目４－９ 03-3720-7393

西洋髪結　ｄｅｆｉ 大田区仲池上２丁目１２－１４ 03-5748-0161

ａ．ｏｏ．ｉ 港区南青山３丁目３－２１－１０１ 03-3408-8183

ブランシェ 大田区南久が原２丁目１－１７　カーサ久が原　１Ｆ 03-3755-4431

美容室　クー 品川区平塚２丁目９－１　東武ハイライン戸越銀座１０５ 03-5749-0474

ＥＮＶＹ 目黒区洗足２丁目２５－３　斉藤ビル　１Ｆ 03-3784-7870

美容室　ガイヤ　旗の台店 品川区旗の台３丁目１４－１ 03-3784-0164

美容室　ジンジャー 大田区上池台４丁目３－２ 03-3728-0580

モーション　ビズ 大田区北嶺町３７－２３　スマイルユー　１０１ 03-3727-2990

ＴＲＵＮＫ 大田区南雪谷２丁目１８－３　花王ビル　１Ｆ 03-3728-0066

Ｒｅｎａｔａ新宿 新宿区新宿３丁目２３－４　第３大谷ビル４Ｆ 03-5363-1098

elf 新宿区西新宿１丁目４－６　井田ビル　７Ｆ 03-5995-5455

Ｊｏｙ　美容サロン 大田区西蒲田７丁目５１－１１　藤ビル　２Ｆ 03-3739-4887

ｍａｓｈ・ｒｏｏｍ 中野区中央４丁目１－１ 03-3384-8501

シャノアール 品川区荏原３丁目１－１　松林堂ＳＫ第６マンション１Ｆ 03-6426-7017

ＫＡＫＵＲＥＧＡ 大田区南雪谷３丁目４－８－２Ｆ 03-6425-6821

ｓｉｓｉ　ｈａｉｒ 大田区北千束１丁目５４－１１ 03-3724-8007

ＦＲＩＳＯＲ 大田区雪谷大塚町１１－１１　アイリス雪谷１Ｆ 03-6425-7483

ジョイ美容サロン　コア店 大田区西蒲田７丁目６２－３ 03-6886-6873

Ｃｏｍａ 中野区中野５丁目６８－８　ライオンズマンション中野第３　２Ｆ 03-5318-9450

Ｍａｒｃｈ　Ｇｒａｎｄｅ 大田区北千束１丁目４２－３　ブルクテラス大岡山１Ｆ 03-5726-8442

ＴＨＥ　ＣＨＯＫＫＩＮ 大田区北千束１丁目５４－９　ナナムイテラス１Ｆ 03-6886-4406

ラ・ボーテ 杉並区高円寺南１丁目２２－２４ 03-5929-7997

とし美容室 大田区北千束３丁目３６－１３ 03-3727-7456

ビューティサロン　すみれ 大田区東雪谷３丁目６－８ 03-3727-6322

ベニ美容室 大田区雪谷大塚町１９－５ 03-3720-0027

みむら美容室 大田区久が原４丁目４３－２ 03-3754-1445

ａｄｅ 渋谷区神宮前５丁目１３－３　田ノ上ハウス１Ｆ 03-6419-7629

リツ　美容室 大田区矢口１丁目１１－６ 03-3758-3330

ビューティ　幸 大田区矢口２丁目９－３ 03-3757-1865

久美　美容室 大田区多摩川２丁目９－８ 03-3758-6328



店舗名 住所 電話番号

ハレルヤ　美容室 大田区新蒲田３丁目１２－８ 03-3731-1690

蓮沼　美容院 大田区東矢口３丁目１７－１１ 03-3731-8311

美容室　フィオレ 大田区西蒲田７丁目４８－７　丸やビル　１Ｆ 03-3735-0836

メグ　美容室 大田区仲六郷２丁目２８－１６ 03-3735-1785

ＶＩＶＯ 大田区萩中２丁目１－２３－１Ｆ 03-3745-0965

たか　美容室 大田区蒲田２丁目１６－５ 03-3736-5400

タニ　美容室 大田区西六郷１丁目１４－９ 03-3732-3987

ピ－タ－　美容室 大田区西蒲田７丁目３０－９ 03-3735-3643

ビューティ　Ｋ・Ａ 大田区蒲田本町２丁目８－２１ 03-3739-4130

ジュンコ　美容室 大田区仲六郷３丁目２７－６ 03-3738-7472

クラウン総合　美容室 大田区蒲田１丁目７－１６ 03-3731-9425

根本　美容室 大田区蒲田３丁目８－８ 03-3731-6665

恵　美容室 大田区千鳥３丁目７－４ 03-3758-2401

岡村　美容室 大田区西六郷２丁目７－３ 03-3739-3963

ビューティサロン　さとう 大田区蒲田４丁目６－２ 03-3735-7366

オギノ　美容室 大田区西蒲田６丁目３１－７ 03-3731-6448

スタ－　美容室 大田区蒲田５丁目３３－５ 03-3738-1243

ちず　美容室 大田区仲六郷２丁目１１－５ 03-3735-0860

シャルム　美容室 大田区西蒲田１丁目１２－２ 03-3754-4153

堀端　ビューティサロン 大田区西六郷１丁目４２－１１ 03-3739-7206

美容室　ラ・クープ 大田区仲六郷２丁目１６－７ 03-3735-5583

Ｈａｉｒ ＆ Ｍａｋｅ Ｉｍａｇｅ 大田区下丸子３丁目９－６ 03-3757-3869

すえき　美容室 大田区仲六郷４丁目１１－２ 03-3737-1863

ハスヌマ　美容室 大田区蒲田３丁目１７－１９ 03-3731-7454

ビューティサロン　かさい 大田区西蒲田７丁目１－８　網島ビル２Ｆ 03-3736-5068

美容室　エル 大田区東六郷３丁目２０－４ 03-3734-1839

ティックル　美容室 大田区多摩川２丁目４－６ 03-3750-7535

美容室　Ｄ，ＳＥＮＳＥ 大田区多摩川１丁目３５－１１ 03-3756-4959

ビューティサロン　マドンナ 大田区東矢口１丁目１７－１３ 03-3732-2487

ＮＡＯ－６９０　美容室 大田区仲六郷２丁目１６－６ 03-5703-0690

くるみ　美容室 大田区西六郷２丁目４６－１５ 03-3736-8519



店舗名 住所 電話番号

ＺＧＡ　美容室 大田区蒲田５丁目４１－３ 03-3735-0092

美容室　ドゥグラス 大田区多摩川１丁目７－１１ 03-3759-6116

フーズヘアー 大田区西蒲田６丁目３６－１０　レジデンス西蒲田１０１ 03-3738-7015

ＮＡＳＣＩ　美容室 大田区南六郷２丁目３２－８ 03-3732-0342

美容室　オルセー 大田区多摩川１丁目２１－２ 03-3756-2407

美容室　ｃｏｅｕｒ 大田区蒲田５丁目１８－３　豊田ビル２Ｆ 03-5744-5121

かほり　美容室 大田区矢口１丁目２０－１７ 03-3759-5568

美容室　ラウット 大田区蒲田本町２丁目２－２－１Ｆ 03-5703-5339

ガレリア 大田区蒲田５丁目４０－７ 03-5714-2720

カットスペース　α 大田区西蒲田６丁目３３－９ 03-3739-3025

ヘアーサロン　アイリー 大田区蒲田１丁目２７－１０　パレスブリッジ９２－１Ｆ 03-3735-0263

美容室　メイク 大田区西六郷３丁目１７－９　スリービーハウス１０１ 03-3733-8809

ウエチ 大田区仲六郷２丁目１６－１１　渡部ビル　２Ｆ 03-3736-1008

サロンド　あい 大田区南蒲田２丁目２３－７ 03-3739-0740

㈱東京美容研究所 大田区西蒲田７丁目６９－１　蒲田東急プラザ　４Ｆ 03-3735-3467

Ｍ．ＨＡＩＲ 大田区蒲田５丁目４２－６ 03-3735-1961

レデヰ美容室 大田区新蒲田３丁目１７－１５ 03-3738-7317

Ｈａｉｒ　ｌａｂ　ｍ－２ 大田区西蒲田７丁目１２－１２　ニックハイム西蒲田１Ｆ 03-3734-6961

ビューティサロン美美 大田区新蒲田２丁目１－１２　茜ビル１Ｆ 03-5703-3186

ヘアークラブ　アンフォアー 大田区西蒲田７丁目１４－７ 03-3731-4346

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

スミ　美容室 大田区大森中２丁目２４－４ 03-3762-4945

斉藤　美容室 大田区羽田２丁目３－４ 03-3741-2565

タイラ　美容室 大田区羽田３丁目１５－１１ 03-3741-9420

アベ　美容室 大田区南蒲田３丁目６－１０ 03-3742-2859

みやぎ　美容室 大田区南蒲田２丁目１４－１４ 03-3734-7220

サロンド　シーズ 大田区東糀谷２丁目１４－２１ 03-3742-0057

サロンドビューティ　白鳩 大田区大森南１丁目１４－３ 03-3741-4078

ビューティサロン　野田 大田区東蒲田２丁目２３－７ 03-3731-5144

ビューティサロン　スワン 大田区大森東４丁目６－８ 03-3765-6085

ナポリ　美容院 大田区大森南１丁目１３－１１ 03-3741-0116



店舗名 住所 電話番号

悠紀　美容室 大田区南蒲田１丁目２２－３ 03-3735-7564

サロンド　エルヴェ 大田区南蒲田３丁目４－９ 03-3743-3915

ヨシヌマ　美容室 大田区大森東５丁目９－１３ 03-3766-9865

すみや　美容室 大田区羽田５丁目１９－１４ 03-3744-7714

ケンズヘアー 大田区西糀谷４丁目１５－１５　幸永ビル　１Ｆ 03-3743-1959

いずみ　美容室 大田区羽田旭町１－１４ 03-3744-7156

ビューティサロン　アポロ 大田区萩中２丁目１５－１８ 03-3745-1318

ぱあまや　孝 大田区萩中１丁目６－１４　高橋ビル２Ｆ 03-3745-0055

サロンド　美呂 大田区西糀谷１丁目２８－２１　松弥ビル　１０３ 03-3744-4037

美容室　ＭＩＭＥ 大田区萩中１丁目５－９ 03-5736-1660

サロンド白鳩　アネックス 大田区萩中３丁目４－１４ 03-3743-4086

サロンド　ラルー 大田区羽田６丁目１８－７ 03-3745-5438

高橋　美容室 大田区大森南３丁目２７－３ 03-3743-3207

ヘアパラダイス　Ｉ＋９ 大田区東六郷２丁目１３－９ 03-3737-7287

ｆｌｅｕｒｉｒ 大田区西糀谷３丁目２６－６ 03-6661-0565

美容室　Ｋｅｉ 大田区大森東２丁目１－１１ 03-3298-0802

カトレア　美容室 大田区大森南２丁目４－１６ 03-3745-0688

美容室　ハーブ 大田区南蒲田３丁目１３－１３ 03-3741-3740

123 大田区大森中２丁目２３－２　スマートコーポラス　１Ｆ 03-3762-5454

ヘアーガーデン　コロラシオン 大田区大森中３丁目１４－１３　ボヌールＫＹ１０５ 03-6459-6775

ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｃｏｃｏＲｏ 大田区大森南１丁目１７－９ 03-6715-1138

ａｍｉｏ 大田区羽田６丁目１８－７ 080-1262-6741

Ｌａ－Ｐａｉｘ 大田区大森南３丁目２－１３　コアハウス１Ｆ 03-6423-6404

mi-na-Produced-by Tominaga 世田谷区駒沢２丁目２－１６ 03-3421-4604

みどり　美容室 世田谷区野沢４丁目２４－１－１Ｆ 03-3424-1265

リウ　美容室 世田谷区若林５丁目３２－２７ 03-3421-7383

光吉幸子　美容室 世田谷区上馬４丁目１１－２４ 03-3421-2365

城　美容室 世田谷区経堂３丁目３６－１４ 03-3428-9585

マル－　美容室 世田谷区桜３丁目２２－６ 03-3420-8817

ビューティサロン　静 世田谷区世田谷１丁目１４－１６ 03-3429-4465

リカ　美容室 世田谷区三宿１丁目１８－２１ 03-3410-8203



店舗名 住所 電話番号

ビューティサロン　いがわ 世田谷区桜丘５丁目２１－６ 03-3427-5374

ルミネール　グラン 世田谷区三軒茶屋１丁目２２－７　ＢＴＳ三軒茶屋１Ｆ 03-5486-0404

ｎｏａｈ 世田谷区経堂２丁目２－３　内藤ビル　２Ｆ 03-6751-4238

フレール　美容室 世田谷区桜丘３丁目２７－９ 03-3426-8225

山崎裕俊　美容室 世田谷区経堂２丁目３－１　水野ビル 03-3427-3137

ビューティ　アマミ 世田谷区下馬４丁目１３－１ 03-3412-7363

美容室　Ｔｒｕｓｔ　ｍｅ 世田谷区三軒茶屋２丁目１７－１３－１Ｆ 03-3411-8788

美容室　Ｃｕｔ　ｉｎ 世田谷区三軒茶屋１丁目３３－１７－２Ｆ 03-3418-5939

アトリエ　クリーク 世田谷区池尻３丁目１９－１７　メゾンモナミビル　１Ｆ 03-3424-9163

ビッグ　美容室 世田谷区世田谷１丁目１８－１３ 03-3426-9330

（有）フローレンス・タニ 世田谷区世田谷４丁目２－１０ 03-3425-0731

モリオ　フロム　ロンドン 世田谷区太子堂４丁目２７－６ 03-3412-1769

美容室　シュウゾー 世田谷区経堂２丁目１５－１５ 03-3425-8772

ｕｎｉｑｕｅ 世田谷区世田谷１丁目４７－７　サンフレンド松本 03-3425-4405

ａｇｕ 世田谷区三軒茶屋１丁目３３－１６　ニューヴィラ三軒茶屋　３０５ 03-3419-1145

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＭＩＣ 世田谷区若林４丁目２７－２　パシフィックＭ　１０３ 03-5481-2277

Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｐｒａｔｏ 世田谷区桜３丁目２－１６ 03-3426-8889

美容室　Ｐｉｔ＇ｓ 世田谷区宮坂３丁目４－１　ライオンズマンション経堂　１０３ 03-3427-8714

美容室　プーカ 世田谷区上馬１丁目１６－９ 03-3424-8151

Ｃａｌｍ　ｈａｉｒ 世田谷区太子堂５丁目１６－９ 03-5486-3714

Ｔｅｃｈ　Ｐｏｌｉｓｈ 世田谷区若林４丁目２３－１１ 03-3412-4975

美容室　クルール　クレール 世田谷区宮坂３丁目２０－２ 03-3706-4380

美容室　レイブランカ 世田谷区三宿１丁目３－１８　ポナールイシイ　１Ｆ 03-3421-6678

Ｃｕｒｅ 世田谷区若林１丁目１９－４ 03-3419-2255

Ｌｉｎ　Ｄｏｎ 世田谷区池尻３丁目１６－１－１０１ 03-3410-0913

美容室　エンジェルス 世田谷区宮坂２丁目１６－３ 03-5477-1852

ａｎｇｅ　ｐｌｕｓ 世田谷区野沢１丁目３５－１１ 03-5431-0679

ｍａｒｕｃｏ　ｐｏｔｃｈ 世田谷区太子堂２丁目２７－１０ 03-3421-6804

Ｌｉｎｏ 世田谷区太子堂２丁目３０－２　メゾンＧＯ１Ｆ 03-5431-1350

オンディーヌ 世田谷区太子堂２丁目１４－６－１Ｆ 03-3414-3344

アトリエ　プティ　ジョイ 世田谷区太子堂４丁目７－３　アルス三軒茶屋　３０３ 03-3412-5554



店舗名 住所 電話番号

伸　美容室 世田谷区世田谷２丁目６－４ 03-3427-8710

らん　美容室 世田谷区池尻２丁目１２－１４ 03-3795-7265

ＡＷ　ｈａｉｒ 世田谷区太子堂２丁目１２－１　ダイムタワー　５Ｆ 03-3795-5785

ｇｌｏｗｓ 世田谷区上馬３丁目１４－１２　１Ｆ 03-3487-9433

１ｓｔ　ｃｏｎｔａｃｔ 世田谷区三軒茶屋１丁目３６－１　サカイビル　２Ｆ 03-3487-9311

Ｔａｗ 世田谷区池尻２丁目３１－１８　コンフォリア池尻２Ｆ 03-3424-6188

Ｂ－ｇｌａｄ 世田谷区三軒茶屋２丁目５２－１０　１Ｆ 03-5787-8612

ＡＸＩＳ 世田谷区太子堂４丁目１８－１３　ファイブスター三軒茶屋１Ｆ 03-6425-8777

Ｐｉｔｔｕｒａ 世田谷区経堂１丁目１２－１２　コッペリアビル　２Ｆ 03-5799-4143

美容室　アン 世田谷区下馬４丁目２－１ 03-3424-7666

クリッカ 世田谷区経堂４丁目６－１０　直井ビル１ＦＢ号室 03-3425-4343

Ｏｒｇａｎｉｃ　＋ 世田谷区船橋２丁目１－１　千歳第一マンション１０１ 03-6413-1046

ｈａｉｒ ａｕｒａ 世田谷区駒沢２丁目２０－７－１Ｆ 03-6805-5748

ＡＴＲＵＭ 世田谷区世田谷１丁目１８－１０ 03-6413-6171

ｃｅａｓｅｖｅｎ 世田谷区三軒茶屋１丁目３５－５　栄光堂ビルＢ１ 03-3487-9057

Ｖｉｔｒｉｎｅ 世田谷区宮坂２丁目１９－３　フォースクリアビル３Ｆ 03-6432-6350

Ｃｉｒ－ｃｌｅ 世田谷区世田谷４丁目７－１４　ジョイナービル１０１ 03-6413-6266

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＰＩＮＯ　Ｂａｍｂｉｎａ 世田谷区弦巻５丁目６－１６　弦巻リハイム１０５ 03-6432-6842

Ｕｎ　ｔｈｅ　Ｓｈｉｎｉｙｏｎ 世田谷区太子堂４丁目２６－１０－１Ｆ 03-6453-2603

ｎｉｎａ 世田谷区太子堂１丁目１２－３９　三軒茶屋ビル１Ｆ 03-5712-2727

ＣＡＬＯＮ 世田谷区桜１丁目６６－５ 03-6413-7925

Ｌｕｃｉｅ　ｈａｉｒ 世田谷区駒沢２丁目１－６　あらい小路１－Ａ 03-3410-7155

ＨＡＰＰＩＥＬ 世田谷区経堂１丁目１１－１１－２Ｆ 03-6413-5512

晴やか 世田谷区太子堂２丁目１７－１０－２Ｆ 03-3419-8622

Ｃｏｌｏｒ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 世田谷区三軒茶屋１丁目３７－３　山本ビル３０２ 03-6450-9992

ＵＰ　Ｌｏｏｐ 世田谷区船橋１丁目７－１　ホワイトヴィラ千歳船橋 03-3420-8358

ＨＡＩＲ＆ＬＩＦＥ　ｇａｌｌｏ 世田谷区上馬４丁目５－３　鈴木ビル２Ｆ 03-6886-2552

美容室ブラックベイビー 世田谷区世田谷３丁目３－３　グランドステータス世田谷１Ｆ 03-5450-0440

ＭＡＪＥＳＴＩＣ　ＨＡＬＬ 世田谷区世田谷１丁目２１ＧＲＡＮＤＵＯ世田谷Ⅷ 03-5799-7227

ke-to.beautyhair 世田谷区三宿１丁目１４－２小椋ビル１０１ 03-6805-3319

Ｌｕｃｉａ 世田谷区上馬５丁目４０－８　ＴＨＥ　ＯＡＫＳ　三軒茶屋Ｆｌａｔ　１Ｆ 03-6875-4584



店舗名 住所 電話番号

西谷　美容室 世田谷区松原１丁目３６－１１ 03-3321-2953

ビューティ・イン・ベラミ 世田谷区松原３丁目２９－２０ 03-3322-3900

ＶＡＮ　ＨＡＩＲ　アンティム 世田谷区赤堤４丁目４８－１１ 03-3325-0557

あき　美容室 世田谷区上北沢４丁目２７－６ 03-3304-5152

カットスタジオ　クリエイション 世田谷区代沢１丁目３２－１７ 03-3410-5879

ビューティサロン　ウメシタ 世田谷区代沢４丁目３７－３ 03-3414-3006

美容室　Ｂｌｕｅ－Ｌｅａｆ 世田谷区代沢５丁目１８－９ 03-3414-9209

カットオブ　シュウ 世田谷区代沢５丁目２８－１６－１Ｆ 03-3412-6980

美容室　カトレア 世田谷区赤堤４丁目２２－５　赤松ビル　２Ｆ 03-3325-0318

ラング　美容室 世田谷区大原２丁目２７－３２ 03-3325-8254

佳応　美容室 世田谷区松原５丁目３－１３ 03-3322-3798

マスミ　美容室 世田谷区羽根木１丁目４－１１ 03-6326-2539

整美楽　美容室 世田谷区松原４丁目１１－１０ 03-3323-1958

サロンド　サンク 世田谷区松原５丁目２７－１０ 03-3325-5265

山野　美容室 世田谷区北沢２丁目１２－１３　細沢ビル　２Ｆ 03-3419-4180

エイム　プラスワン 世田谷区北沢２丁目３０－３　サンセルボンビル　２Ｆ 03-3469-8505

ノナカ　美容室 世田谷区北沢２丁目２４－９ 03-3466-1377

髪工房　ワールド 世田谷区梅丘１丁目２１－２　サンクレール的場２Ｆ 03-3426-5157

美容室　ＥＸヘア 世田谷区北沢２丁目３３－６　谷口ビル　１Ｂ 03-3465-7872

美容室　一年生 世田谷区上北沢４丁目２０－２８　ビバシャトー　１Ｆ 03-3329-5679

ビューティサロン　Ｋ 世田谷区代沢２丁目４４－９ 03-3412-0530

ＮＦＲ　ネフェル 世田谷区代田２丁目２０－７ 03-3419-3100

ヘアースペース　クラフト 世田谷区松原５丁目５６－１３ 03-3325-8700

テラ　美容室 世田谷区北沢１丁目３２－１３ 03-3467-4035

プラスワン 世田谷区代田４丁目１０－２３　メゾンドール新代田 03-3322-4180

美容室　Ｎａｋａｍｕｒａ 世田谷区代沢５丁目２５－９　吉村方１Ｆ 03-3419-4563

美容室　ｄｏ　ｄｏ 世田谷区上北沢４丁目１２－５　高島プレイス　２Ｆ 03-3302-2755

ヘアメイクアップ　ティンク 世田谷区梅丘１丁目３３－１１　シロキビル　２Ｆ 03-3706-5806

美容室　Ａ－Ｏｎｅ 世田谷区赤堤２丁目４０－５ 03-3321-0380

ＳＴＵＤＩＯ　１ 世田谷区北沢２丁目２６－２－１Ｆ 03-3460-1939

ＰＡＣＩＡＮＴ 世田谷区豪徳寺１丁目４４－１１ 03-3429-4179



店舗名 住所 電話番号

バスク　美容室 世田谷区北沢２丁目３－１２　友和ビル　２０１ 03-5430-7878

ヘアーレディバード 世田谷区松原２丁目４２－５　フラワーハイホーム　２０３ 03-3325-4929

美容室　ゼロ 世田谷区大原２丁目２７－３０　メゾン代田橋　２０２ 03-3325-5728

ヘアーサロン　ブルージュ 世田谷区代沢５丁目８－１８　ケイズハウス２Ｆ 03-3487-7227

美容室　ラフィーネ 世田谷区代沢５丁目８－１１　ニューハイム福島２０７ 03-3424-3823

ヘア　フェルメール 世田谷区梅丘１丁目２０－４　レクセル　１０６ 03-3425-0105

美容室　セレニーテ 世田谷区北沢２丁目９－１　大新ビル　３Ｆ 03-3460-4710

美容室　Ｂｌａｎｃ 世田谷区梅丘１丁目３４－５　長島ビル　１０３ 03-5477-1500

ベルアンジュ 世田谷区赤堤３丁目１４－２ 03-5355-7887

ｈａｉｒ　ＨＥＵＭ 世田谷区北沢３丁目２６－２　小山ビル　２Ｆ 03-3460-3398

ライト　スタッフ 世田谷区大原１丁目１－５ 03-6313-9939

Ｌｕｃｅ 世田谷区梅丘１丁目１９－９　梅丘南マンション　１Ｆ 03-5799-3777

ヘアサロン　サニーサイドアップ 世田谷区代沢２丁目４４－４ 03-3410-1410

ｂｒａｔ 世田谷区北沢２丁目３７－１７ 03-3467-6671

Ａｚｕｌ 世田谷区北沢２丁目３３－１２－２０１ 03-3469-8877

クラブ　カット　智 世田谷区桜上水１丁目７－１５ 03-3329-2424

ｎａｔｕｒａｌ　ｓａｌｏｎ　ＮＯＵＳ 世田谷区松原２丁目２４－７　ヴィラ松原　１Ｆ 03-3325-3899

Ｍ　ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ　ＳＥＥＫ 世田谷区松原５丁目２－１ 03-3325-4521

ＭＯＪＯ 世田谷区梅丘１丁目２２－１１　福井ビル１０２ 03-5477-3341

ミックスカール 世田谷区大原２丁目２４－２２　ＰＦビル　１Ｆ 03-3325-2380

ｃｏｄｉｎｏ 世田谷区北沢２丁目２９－５　きくサイト　２Ｆ 03-6379-1257

ｆｅｌｉｃｅ 世田谷区赤堤４丁目１－３　若松屋ビル　２Ｆ－ｂ 03-3325-2601

ペネロープ 世田谷区大原１丁目３０－６ 03-3460-4344

ＲＥＡＬ　ＣＬＯＴＨＥＳ 世田谷区北沢３丁目２１－１１　パングラン　１Ｆ 03-3466-2608

DAN.A-KO 世田谷区松原２丁目４５－２　レインボービル４F 03-3323-1214

ｐｒａｎｋｓｔｅｒ 世田谷区北沢２丁目１３－１４　ヴェルス下北沢　３Ｆ 03-3419-7238

美容室　Ｔａｎｇ 世田谷区赤堤４丁目４０－１０　赤堤レジデンス　１Ｆ 03-3324-4717

トヌ・コアルア 世田谷区北沢２丁目１２－１０　サウスサテライトテラス１Ｆ 03-3414-5562

美容院　ソレイユ 世田谷区代沢３丁目６－２メゾンぼう１F 03-3412-3949

Ｍａｇｉｃｏ 世田谷区北沢３丁目２７－２　二宮ビル　１Ｆ 03-6421-8777

Ｔｈｒｕｓｈ 世田谷区梅丘１丁目８－４ 03-3429-2569



店舗名 住所 電話番号

ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ＷＯＲＫＳ 世田谷区代沢５丁目３２－８　下北沢膳場ビル３Ｆ 03-5787-5227

ユーノインク　ヘア 世田谷区松原２丁目２２－１８－２Ｆ 03-3324-0940

ｃｉｅｌ 世田谷区北沢２丁目３０－３ 03-3467-3888

Ｃａｍｉｎｏ 世田谷区代沢５丁目３３－３　Ｂ－２０１ 03-3424-5013

Ｄｉｆａｃｅ 世田谷区赤堤５丁目２６－３　日神パレス赤堤　２Ｆ 03-3327-5505

Ｓｈｉｔｏ　Ｒｅ 世田谷区北沢２丁目９－２　辻ビル　３Ｆ 03-3485-7658

Ａｃｔ－Ｈａｉｒ 世田谷区北沢２丁目１９－１６　コスモ下北沢　３Ｆ 03-5779-6611

ｐｅｒｏ 世田谷区北沢２丁目２９－１１ 03-3481-6360

晴れ 世田谷区北沢２丁目９－２３　第２鈴木ビル　Ｂ号 03-3467-7620

ＤＩＥＧＯ　ＨＡＩＲ　ＳＥＲＶＩＣＥ 世田谷区北沢２丁目１８－５　北沢ビル　３Ｆ 03-6805-5350

ｖｅｉｌ 世田谷区代沢３丁目１４－４　コムズ　ダイザワ　ウエスト２Ｆ 03-5779-8531

ｃｒｅｓｃｅｒｅ 世田谷区松原３丁目２７－２６　京王ビル　１Ｆ 03-3323-7776

ｖｉ－ｄｒｏ 世田谷区北沢２丁目４０－９ 03-5738-1410

ＧＲＩＮ　ＶＩＬＬＡＧＥ 世田谷区北沢２丁目２８－７　エルフェアシティⅡ北沢３０１ 03-3465-7533

ＳＩＶＡ 世田谷区代沢５丁目３２－１３　露崎商店ビル２Ｆ 03-6450-7319

ｅｌ－ｔｒｅ 世田谷区梅丘１丁目２３－４ 03-6413-0109

ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ　ａｎｓ．　上北沢 世田谷区上北沢５丁目１－１　第２サンシルバービル１Ｆ 03-3303-3300

Ｇｉｌｌｉａ 世田谷区梅丘１丁目３３－６ 03-5799-4784

美髪堂 世田谷区梅丘１丁目２０－９ 03-5799-7690

ＳＰＥＡ　下高井戸店 世田谷区赤堤４丁目４２－２０　ビルトイン丸電１Ｆ 03-6265-8783

ジェイウォーク 世田谷区梅丘１丁目１４－８　グレーステラ２Ｆ 03-3425-7688

Ｋｉｒｏｗｎｅ 世田谷区北沢２丁目２－１４　モアイ茶沢５Ｆ 03-6450-7958

Ａｃｏｔｔｏ　Ｌａｂａｓ 世田谷区北沢２丁目２－３ 03-6453-2606

ＶＥＮＴＵＳ 世田谷区上北沢３丁目７－６ 03-3306-1570

ＧＯＯＤ　ＤＡＹ　ＨＡＩＲ 世田谷区北沢２丁目２０－１０　リライアンスビル２Ｆ－Ｆ 03-5787-6715

ＲＲ 世田谷区代沢２丁目２０－１０　ＣＵＢＥ１号室 03-6453-2720

ｏｒｉｇａｍｉ ａｐａｒｔｍｅｎｔ 世田谷区代沢５丁目８－１２ 03-6873-6400

ＮＯＭＡ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ 世田谷区梅丘１丁目１６－７ 03-3425-6615

ヘアーパルフェ 世田谷区北沢３丁目２０－１８　宝ビル１Ｆ 03-3485-1720

ｏｎ　ａ　ｆｒｉｄａｙ 世田谷区北沢２丁目８－４　松田ビル３Ｆ　８号室 03-6804-7743

ハーツエイド 世田谷区松原２丁目１７－３３新光ビル２０２ 03-5355-3922



店舗名 住所 電話番号

ＬＡ　ＣＯＵＲＢＥ　ｈａｉｒ/ｍａｋｅ 世田谷区代沢２丁目７－９－Ｂ 080-4125-9062

Ｄｅａｒｓ 世田谷区豪徳寺１丁目２５－５　田中ビル２Ｆ 03-6413-6637

ＳＯＬＯ 世田谷区代沢５丁目２８－１２　Ｆビル１Ｆ 03-6805-3325

ＦＩＫＡ． 世田谷区代沢２丁目３０－１９　パワーハウス代沢１０２ 03-6453-2100

ｓｕｎｓ 世田谷区北沢２丁目３３－３ 03-5790-9705

ｔｕｌｓａ 世田谷区北沢２丁目２１－２６ドリームシモキタ２Ａ 03-6453-2077

ＯＮ 世田谷区北沢２丁目２２－１０　下北沢リライアンスｂｌｄｇ２Ｆ・Ｇ 03-6450-9505

未定 世田谷区北沢２丁目３６－２３

カットアトリエ　ＦＵＪＩ 世田谷区桜上水４丁目１８－１９ 090-5310-9416

美容室　ＢＥＬＬ 世田谷区用賀２丁目１２－２２　イイダアネックス５－１Ｆ 03-3700-4990

サロンド　エリカ 世田谷区上用賀３丁目５－２３ 03-3700-8730

ヘアー　ジグザグ 世田谷区桜新町２丁目１－１４ 03-3426-2518

のげ　美容室 世田谷区野毛２丁目７－８ 03-3702-4349

ユキミ　美容室 世田谷区奥沢４丁目２７－８ 03-3720-5378

パ－ル　美容室 世田谷区駒沢４丁目１９－１２ 03-3411-3401

ヘアーハウス　樹林 世田谷区駒沢４丁目１８－１２－７１０ 03-3410-5955

美容室　ライク 世田谷区瀬田４丁目２４－３ 03-3709-1373

セ－ヌ　美容室 世田谷区等々力２丁目１８－１０ 03-3701-8867

ビューティ　ラッキー 世田谷区東玉川２丁目１５－１６ 03-3729-0466

ハリウッド　美容室 世田谷区深沢４丁目３５－７ 03-3704-3527

三国勝治の美容室 世田谷区奥沢３丁目３３－７ 03-3727-3923

美容　しょうへいの店 世田谷区奥沢７丁目５３－２－１０３ 03-3704-8567

アルバトロス　美容室 世田谷区上野毛１丁目２７－１１ 03-3704-4055

美容室　ベルバ 世田谷区上用賀２丁目３－１－１０４ 03-3427-8507

サロンド　ヴォー 世田谷区桜新町１丁目１５－２３ 03-3420-0984

髪の店・五鈴 世田谷区玉川台２丁目１０－２２ 03-3707-5023

髪切屋　之衛門 世田谷区桜新町１丁目１５－１９ 03-3420-5375

イング 世田谷区尾山台３丁目９－７　尾山台ビル　２Ｆ 03-3705-9346

ヘアメイクシード 世田谷区用賀３丁目１３－７　ラ・フィオーレ１０１ 03-3707-7959

サロンド　ファースト 世田谷区玉川３丁目６－１３　新倉ビル　２Ｆ 03-3707-0801

ユウコシステム　ヘアーサロン　用賀店 世田谷区用賀２丁目３６－８－２０１ 03-3709-4292



店舗名 住所 電話番号

ビューティスペース　ピーシック 世田谷区尾山台３丁目３３－１２　ノアビル　１０１ 03-3705-0288

美容室　スーパーポジション 世田谷区深沢４丁目３５－６　Ｕ＆Ｎビル 03-3703-9088

ｅｌｌｅ　ｂｒｉｌｌｅ 世田谷区用賀２丁目３９－１７－２Ｆ 03-3707-2729

Ｌｅ　ｃｉｅｌ 世田谷区尾山台３丁目３３－１０　浜田ビル　１Ｆ 03-5706-0880

ＨａｉｒＰｒｏｄｕｃｔｓ　ＭＩＳＴＹ 世田谷区上野毛１丁目３４－９ 03-3703-8179

ドゥヴルヴェ　コワフュール 世田谷区玉川３丁目１０－１１　エイペックスビル　２Ｆ 03-3700-1716

山崎裕俊　美容室 世田谷区玉川３丁目７－１　川淵ビル　２Ｆ 03-3700-4800

キャンディ　美容室 世田谷区奥沢５丁目１－３ 03-5701-2358

ビューティサロン　ＨＡＮＡ 世田谷区奥沢３丁目３２－９　ＴＳレジデンス　１０１ 03-3728-8907

美容室　ピークス 世田谷区上用賀５丁目２２－１９ 03-3700-0102

ベルビュー　ヘアスクエア 世田谷区奥沢７丁目１９－１０　伊奈ビル　１Ｆ 03-3702-2274

美容室　ミクス 世田谷区奥沢４丁目２６－１　みつ井ハウス　１０２ 03-3727-2288

ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　ＡＣＲＩ 世田谷区尾山台３丁目３４－４ 03-5706-8875

美容室　フリースヘア 世田谷区奥沢８丁目１３－９　タウンハイツ九品仏 03-3702-6546

Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＣＵＢＥ 世田谷区用賀４丁目２８－１８　Ｄ＇ｓ　ｃｏｕｒｔ　１－Ｃ 03-5716-4322

ビューティ　パーラー　チェリー 世田谷区桜新町１丁目７－５ 03-3701-1939

美容室　カーム 世田谷区奥沢５丁目２４－１ 03-5701-5557

ＲＯＯＦ 世田谷区用賀４丁目１０－１ 03-3708-2665

ククル 世田谷区用賀４丁目１５－１０－１０２ 03-3708-4501

美容室　ノコナッツ 世田谷区玉川４丁目８－６　アズマコーポ　１Ｆ 03-5491-7221

ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｎａｉｆ 世田谷区上野毛１丁目２７－６　エクセル上野毛　１０１ 03-5707-2022

ＶＯＧＵＥ 世田谷区上野毛１丁目２３－２　アネックス　２Ｆ 03-3705-6694

ｖｉｓｕｎａ 世田谷区玉川３丁目２１－５－１Ｆ 03-3700-3607

ｍａ３ 世田谷区奥沢１丁目５２－３－１Ｃ 03-3729-3580

コワフュール　下野 世田谷区東玉川１丁目１６－１７ 03-3727-8247

ｅｒｇ　自由が丘 世田谷区奥沢５丁目２５－５　Ｍ’ｓ　ＪＩＹＵＧＡＯＫＡ　２Ｆ 03-5701-0202

ロートレック 世田谷区奥沢２丁目４９－１５ 03-3718-6109

アトリエ　髪遊 世田谷区奥沢７丁目３－１３－２Ｆ 03-3704-1482

フェスト　フェイス 世田谷区尾山台３丁目３４－１ 03-5758-8018

クツヌギ　プレイス 世田谷区用賀２丁目１５－８　ラトゥール用賀　１Ｆ 03-3707-8553

Ｍ’ｓ　ｈａｉｒ 世田谷区深沢５丁目１－１８ 03-5706-9988



店舗名 住所 電話番号

ＩＧＯＬＡＧＩ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ 世田谷区尾山台３丁目１０－１０　ＯＳビル　１Ｆ 03-5760-4136

ＭＩＤＩ 世田谷区等々力５丁目６－６　マークヒルズ　１Ｆ 03-5707-1455

Ｃａｓｉｉｎｏ 世田谷区桜新町２丁目７－６ 03-3425-0198

（有）リューイ 世田谷区奥沢４丁目２８－４ 03-3729-6470

Ｖｉｔａ 世田谷区玉川３丁目１０－７－２Ｆ 03-5491-8243

ｇｒａｓｓ 世田谷区用賀４丁目１６－３ 03-3708-5060

ｃｒａｓｋａ 世田谷区尾山台３丁目１０－８　クラスカビル１Ｆ 03-3703-7887

ヘアーワークス　レゴリス 世田谷区奥沢５丁目３０－８　アプロード自由が丘１Ｆ 03-5755-5729

ｎａｎｕｋ 世田谷区玉川３丁目５－１　サンモール飯田２Ｆ 03-6411-7083

．ｈａｌｆ 世田谷区用賀４丁目５－６　ルビーノロトンダ２Ｄ 03-5797-9617

ｃａｃｈｅ　ｃａｃｈｅ 世田谷区上用賀５丁目２－１０　鴨水層１Ｆ 03-5797-9656

ｂｉｔｔｅ 世田谷区用賀４丁目３１－１　サン＆フラワービル１０１ 03-6805-6846

ヘア＆メイクエンスー 世田谷区玉川３丁目３６－１２　ＭアルカティアＢ１０２ 03-3707-3607

黄色いリボン 世田谷区深沢４丁目２９－８ 03-3702-3182

Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ｎｅｍｕｎｏｋｉ 世田谷区等々力２丁目１－１３－１Ｆ 03-6432-3689

rooms　Luxe 世田谷区尾山台３丁目３４－５－１Ｆ 03-5758-1350

アムール 世田谷区等々力２丁目３８－２８　森田ビル１Ｆ 03-5752-3383

ｗｅａｖｅｓ-ＳＥＴＡＧＡＹＡ 世田谷区用賀４丁目２９－４ 03-6805-7903

ｐｅｌｏｄｉａｓ 世田谷区奥沢２丁目１７－３－１０１ 03-6421-4404

Ａ－ｓｐａｃｅ 世田谷区玉川１丁目７－１３ 03-0000-0000

TANGA NILLA 世田谷区玉川３丁目１２－６　カーサアレグレ１Ｆ 03-3707-1696

Ｎ　ｐｌｕｓ 世田谷区尾山台３丁目９－１１ 03-6432-1724

アリーナ美容室 世田谷区桜新町１丁目１２－１２－２０２ 03-3425-7282

Ｅａｒ　ＳＴＵＤＩＯ 世田谷区用賀４丁目１１－２０　ザ・ガーデンペルゼ２０２ 090-3125-6239

PERSONAL SALON soavi 世田谷区玉川田園調布２丁目９－１１　casa colina 1 03-5755-5710

ｋａｍｉｂｉｔｏ　世田谷店 世田谷区駒沢４丁目１９－１２　プレールデューク駒沢公園102 03-5779-3927

ＩＶＹ　ｔｏｋｙｏ 世田谷区奥沢３丁目３１－４　ｗ・ｏｋｕｓａｗａ　２Ｆ 03-6425-7455

美容室　てんとう虫 世田谷区用賀２丁目４１－１６ 03-3707-3915

LINK 世田谷区用賀４丁目１４－２４　マルゼンビル１Ｆ 03-6431-0752

美容サロン　ビアンカ 世田谷区船橋６丁目２６－９ 03-3302-4266

ＤＩＧ　美容室 世田谷区船橋１丁目５－６ 03-3426-5553



店舗名 住所 電話番号

ユ－　美容室 世田谷区成城２丁目３５－１４　こじまビル　４Ｆ 03-3416-6034

ヘアーコミニケーションＹｏｕ 世田谷区南烏山５丁目３４－１５ 03-3300-5936

フラワ－　美容室 世田谷区祖師谷３丁目３６－２３ 03-3484-1888

ビューティサロン　キタミ 世田谷区喜多見８丁目１６－４ 03-3416-4051

コマチ　美容院 世田谷区祖師谷５丁目２８－３ 03-3482-7383

ビューティサロン　藤 世田谷区砧３丁目１７－４ 03-3417-2761

Ｋ　美容室 世田谷区南烏山４丁目５－１６　荒井マンション　２０２ 03-3300-8127

キャンディー　美容室 世田谷区成城６丁目１１－７ 03-3483-0693

ビューティショップ　キャンディ 世田谷区鎌田２丁目２２－９ 03-3700-8294

Ｂｒｕｔ 世田谷区成城６丁目１４－２ 03-3483-1989

髪切虫　トレビ 世田谷区砧８丁目４－１５ 03-3417-7474

ナガモト　美容室 世田谷区喜多見９丁目３－１４ 03-3489-1778

カトレア　美容室 世田谷区北烏山１丁目１０－１６ 03-3308-1463

モガ　インターナショナル 世田谷区成城６丁目１６－６　成城ピアッツア　１Ｆ 03-3484-1761

リュクス 世田谷区成城６丁目１１－９ 03-3483-6008

ビューティハウス　キャンキャン 世田谷区南烏山５丁目２３－１０ 03-3326-5682

ユキ　美容室 世田谷区喜多見５丁目４－２９ 03-3415-0906

美容室　Ｍｏｒｅ 世田谷区成城１丁目５－１９　原田ビル　２Ｆ 03-3415-3414

Ｂｅａｕｔｙ Ｐｌａｃｅ ＫＡＴＯ 世田谷区祖師谷４丁目２４－１８ 03-3484-4696

ビューティアート　イサム 世田谷区南烏山５丁目２０－６ 03-3309-1443

小春美　美容室 世田谷区千歳台５丁目２５－８ 03-3483-3649

ビューティスペース　エクイップ 世田谷区成城６丁目１３－１ 03-5429-2828

ＴＡＭＳ薔薇　美容室 世田谷区砧３丁目９－２１ 03-3417-8829

モッズ・ヘア　成城 世田谷区成城５丁目１４－７ 03-5490-2414

ビューティサロン　ヨーコー 世田谷区北烏山７丁目４－４ 03-3309-6087

ジュネス　クラブ 世田谷区喜多見９丁目１３－１３ 03-3480-3761

リシェス　美容室 世田谷区成城２丁目４０－５－２Ｆ 03-3415-7440

ビューティサロン　なお子 世田谷区祖師谷４丁目２５－１９　シティーハウス　２０２ 03-3483-7035

美容室　アランデル 世田谷区喜多見６丁目２４－１８　サンガーデン田中 03-3415-1170

ツル　美容室 世田谷区給田３丁目２９－５ 03-3309-9772

ＳＵＺＵＲＡＮ．ＭＯＲＥ 世田谷区宇奈根２丁目２５－５ 03-3416-2843



店舗名 住所 電話番号

美容室　ＩＳＭ 世田谷区船橋１丁目３－５ 03-3706-3339

ビューティサロン　あい 世田谷区北烏山８丁目１－１８ 03-3300-6290

Ｂｅａｕｔｙ　ＴＡＫＡＹＡＭＡ 世田谷区南烏山６丁目８－７　楽多ビル　３Ｆ 03-5384-2722

美容室　フォレスト 世田谷区南烏山４丁目２５－８ 03-5313-0333

アトリエ　クラ 世田谷区成城２丁目２４－１１　松花学園　２Ｆ 03-3416-7113

Ｈａｉｒ＆Ｈｅａｒｔ　ｓａｌｏｎ　Ｂｌａｎｃａ 世田谷区喜多見９丁目１－８　キタミビル 03-5438-6518

ＣＯＲＡＳＯＮ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ 世田谷区喜多見８丁目１２－８　八番館 03-3749-1688

髪化粧 世田谷区宇奈根２丁目６－１２ 03-3416-6670

美容室　Ｍｉｏｓ 世田谷区喜多見１丁目１１－２２ 03-3749-1794

美容室　キャンバス 世田谷区祖師谷３丁目２８－１ 03-3484-0306

ＮＡＯ　美容室 世田谷区給田３丁目１－３ 03-3307-0899

ＳＰＩＣＫ 世田谷区砧３丁目３－２　パークビル　２Ｆ 03-3416-1812

Ｖｅｒｖｅ 世田谷区南烏山５丁目２０－１３　タフネレジデンス　１Ｆ 03-3307-5991

ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｄｏｌｌ 世田谷区北烏山３丁目５－９　日栄ビル　１Ｆ 03-5314-1554

ヘアーサロン　ｍａｋａｉ 世田谷区鎌田３丁目１－４　グリックＴ玉川　１０１ 03-3708-2021

しゃるめーる　美容室 世田谷区南烏山５丁目３４－６ 03-3300-6386

Ｌａ　Ｍｏｄｅ　美容室 世田谷区船橋６丁目１０－７ 03-3306-3587

ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＰＯＣＯ　ａ　ＰＯＣＯ 世田谷区成城６丁目１４－７　細野ビル　２Ｆ 03-3483-2409

Ｔｅｒｒａ 世田谷区船橋１丁目３－２　三田ビル　１Ｆ 03-6413-7688

ＰＯＬＫＡ 世田谷区砧８丁目６－２４　中村ビル　１０２ 03-5727-8486

ＢＯＥＬ 世田谷区鎌田３丁目１２－１６ 03-6411-0789

Ｐｒｅａ 世田谷区上祖師谷２丁目１－１ 03-6382-9794

Ｎｏｒｒｙｚ 世田谷区砧８丁目２１－７　Ｋスタジオ２Ｆ 03-5727-8135

Ａｂｏｕ’ｔ　Ｎ３５ 世田谷区千歳台２丁目７－６　サンライズ和光１０１ 03-3482-0350

ＡＴＥＬＩＥＲ　ＮＩＯ 世田谷区成城６丁目１３－１　成城ハウス１Ｆ 03-3482-7078

Ａｙｌｌｕ 世田谷区南烏山５丁目１３－６　ミノリビル２Ｆ 03-6279-5315

ＴＯＲＣｈｅ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ 世田谷区船橋１丁目３８－６ 03-6794-3111

ＢｅＨＡ 世田谷区喜多見９丁目４－７　みのわグレースマンション１Ｆ 03-5761-8121

Ａｔｅｒｉｅｒ　ＪＤ　ＰＡＲＩＳ　芦花公園店 世田谷区南烏山１丁目１２－２１ 03-5316-2036

ｓｅａｓｏｎｓ　季の香 世田谷区南烏山５丁目２３－１６　アムール南烏山１Ｆ 03-5315-3780

ｒａｕｇｈ 世田谷区粕谷４丁目２０－１８　第１幸栄マンション１０１ 03-5314-9045



店舗名 住所 電話番号

ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＴＥＲＲＡ　八幡山 世田谷区八幡山３丁目３３－１０ 03-6304-6423

Ｌａｌａｌｕ 世田谷区南烏山６丁目３－３－１Ｆ 03-5969-9115

ヘアーショップ　レニュー 世田谷区北烏山３丁目４－４ 03-3305-9623

ＬＩＮｑＳ　ｈａｉｒ 世田谷区南烏山４丁目１２－９　植松ビル２Ｆ 03-6909-1293

ラプラス 世田谷区千歳台５丁目７－７－１２号室 03-6411-3600

ビューティサロン　マスール 目黒区駒場１丁目３２－２０ 03-3468-2513

セントラル　美容室 目黒区中町２丁目４７－５－１１９ 03-3719-8881

井上陽平　美容室 目黒区五本木１丁目３０－３ 03-3715-2377

ママ　美容室 目黒区下目黒５丁目１－１１ 03-3715-5938

楡　美容室 目黒区目黒４丁目２４－１１ 03-3714-8986

カオル　美容室 目黒区目黒４丁目３－１ 03-3713-5946

美容室　タナカ 目黒区中町１丁目６－２６ 03-3719-8803

ゴッド・シザーズ 目黒区鷹番３丁目９－１１　ＡＰＭ目黒　１０３ 03-3793-3375

フォーヘア　Ｂａｍ　ｂｏｏ 目黒区目黒１丁目４－８　ニュー目黒ビル　３Ｆ 03-3490-1187

美容室　ビゴーテ 目黒区下目黒３丁目１９－１１　メゾンＦ　１Ｆ 03-3791-9170

好恵　美容室 目黒区目黒１丁目２－１１　シャンポール第２－１０５ 03-3494-0053

アイザワ　美容室 目黒区柿の木坂１丁目３４－１８ 03-3717-1062

ライブカット　ムトー 目黒区原町１丁目９－９　Ｍビル　２Ｆ 03-3716-1508

ドール　美容室 品川区小山６丁目８－８　ブランドール　１０１ 03-3785-6262

よし江　美容室 目黒区原町２丁目３－３ 03-3711-1693

ふじ　美容室 目黒区原町２丁目６－１８ 03-3715-6906

ＬＥＭＰＩＣＫＡ 目黒区自由が丘２丁目１７－６　ＴＨＥ　ＦＲＯＮＴ　３Ｆ 03-5701-0331

ＮＥＳＰＡ　美容室 目黒区自由が丘１丁目３－２１ハイブリッジビル　１Ｆ 03-3725-2380

山崎裕俊　美容室 目黒区自由が丘１丁目８－２　サウスゲートビル　２Ｆ 03-3725-3353

オブ・ヘアー 目黒区自由が丘１丁目８－９　岡田ビル　２Ｆ 03-3725-1305

美容室　シャンティ 目黒区自由が丘１丁目１４－２－１０２　サンアップ自由が丘 03-3725-2700

オベ・リン　美容室 世田谷区奥沢６丁目３１－１９ 03-5760-6503

美容室　水野哲朗の店 目黒区自由が丘２丁目１６－１９　自由が丘メープル２０３ 03-5729-0892

美容室　ＲＯＭＡＮＡ 目黒区自由が丘２丁目９－１５　錦織ビル 03-3724-0080

プロスペル　美容室 目黒区洗足１丁目２－３　クレセント福田ビル　１Ｆ 03-3711-8110

サイキ　美容室 目黒区洗足２丁目２４－１４　イノマタビル 03-3784-0088



店舗名 住所 電話番号

ヘアー　アンローズ 目黒区鷹番２丁目４－１３ 03-3714-2666

ヘアーブティック　美美人 目黒区鷹番３丁目１５－２０ 03-3710-3956

サロン　ヘアドゥ 目黒区鷹番３丁目１８－１８　ロフティ学芸大　２Ｆ 03-3792-0317

美容室　ラ・スリーズ 目黒区鷹番３丁目５－２　松田ビル　２Ｆ 03-3710-3453

ピアチエ 目黒区八雲１丁目８－８ 03-3724-7951

アイコ　美容室 目黒区中根１丁目１８－６ 03-3717-8795

ＡＩＤＡ　ＨＡＩＲ　ＡＳＳＯＣＩＥ 目黒区中根２丁目４－１４　ＧＳハイム都立大　１Ｆ 03-3723-7458

フォーユー　駒沢店 目黒区八雲２丁目２２－１６　アトリエⅡ１０１号 03-6459-5610

サチ　美容室 目黒区碑文谷１丁目９－１１ 03-3711-1302

ヘアサロン　アルファｋｅｉ 目黒区碑文谷４丁目２－３　メゾン上村　１０６号 03-3711-0450

ビィーティ　山本 目黒区平町１丁目２３－１９ 03-3718-2356

美容室　オオツカ 目黒区目黒本町５丁目１３－７ 03-3793-2565

オーブ・バイ・エスパシオ 目黒区鷹番３丁目１３－５－１０２ 03-3713-1050

デビュ　ヘアサロン 目黒区緑が丘２丁目１６－１９－３Ｆ 03-3718-0079

美容室　スリーク　フォー　ヘアー 目黒区鷹番３丁目１９－７－１Ｆ 03-3711-3299

ビューティサロン　とよ 目黒区緑が丘３丁目１－８ 03-3718-6556

美容室　ローザ 目黒区東山１丁目８－６ 03-3711-6122

ＰＲＩＭＰ 目黒区自由が丘１丁目１３－１４　ＳＫＹビル　２Ｆ 03-3717-1311

ヘアークラブ　パリ 目黒区鷹番３丁目１１－７　萩原デュプレックス 03-5721-8003

美容室　トムの庭 目黒区洗足２丁目６－１３　可和原の家 03-3712-2281

美容室　ＢＵＺＺ 目黒区自由が丘２丁目１６－１０　メープルファーム　Ａ－１ 03-3724-9994

美容室　ＳＵＲＲＥ 目黒区鷹番３丁目１－８　フジヤビル　２Ｆ 03-3793-4940

ル・シェル 目黒区目黒４丁目１２－１３　ヒルトップビル１Ｆ 03-3794-7414

Ｈｉｄｄｅｎ 目黒区目黒３丁目１－２６　大ノ木ビル　１Ｆ 03-5794-8835

美容室　ＡＲＯＭＡ 目黒区中根２丁目１４－２０　イーストヒルズ１－Ｂ 03-5729-7237

ｈａａｒ　Ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ 目黒区鷹番２丁目５－２０－１Ｆ 03-5725-6672

スタジオ　サンガーデン 目黒区自由が丘２丁目２３－１　ザ・ガーデン自由が丘　２Ｆ 03-5726-1332

ＶＩＴＡ 目黒区東山１丁目１－６　東山ＡＴビル　１０１ 03-5725-8898

ＮＯＶ 世田谷区奥沢６丁目３３－１４　第２シーランドビル２Ｆ 03-5758-1233

Ｃ－ＬＯＶｅ 目黒区青葉台１丁目１６－９　サクラガーデンイースト　Ｂ１Ｆ 03-3780-6677

Ｈａｉｒ＋Ｍａｋｅ　バニアン 目黒区鷹番２丁目１９－１４－１Ｆ 03-3791-6081



店舗名 住所 電話番号

Ｋａｋｉｍｏｔｏ　ａｒｍｓ　クレオ店 目黒区自由が丘１丁目７－１３ 03-3724-7790

ｅｄｕｃｏ 目黒区自由が丘２丁目１１－１１ 03-3717-1511

ｋａｔａｃｈｉ 目黒区自由が丘１丁目３－２８　自由が丘オペラ座　１Ｆ－Ａ 03-3724-1368

グロリア 目黒区祐天寺１丁目２３－２５ 03-3719-3363

ジョージ　ヘア 目黒区洗足２丁目２５―１３ 03-3784-0866

セリオン　祐天寺店 目黒区祐天寺２丁目９－２　イーグル祐天寺２Ｆ 03-5724-7226

ししとる 目黒区下目黒５丁目２２－１ 03-3714-0231

太田　美容院 目黒区目黒本町５丁目９－４ 03-3712-2947

ＰＡＺ 目黒区祐天寺２丁目３－１６ 03-5721-9755

Ｈａｉｒ　Ｄｅｌ　Ｍａｒ 目黒区中央町２丁目２１－１１－１Ｆ 03-3791-1023

美容室　シンプル 目黒区鷹番３丁目１５－１８ 03-3792-7654

ｅｎｅｒｇｅｉａ 目黒区下目黒２丁目１８－６ 03-6417-0471

Hair　Make　MUSE　自由が丘店 目黒区自由が丘２丁目１２－１３　Ｊグラスビル２Ｆ 03-5731-9113

ｍａｌｕｋｕ 目黒区碑文谷６丁目１－１９　アネックスＳＴ１０３ 03-5734-1114

Ｌ’ＡＶＥＮＵＥ 目黒区自由が丘１丁目１７－１２ 03-5726-8509

Ｖｏｌａｎｔｅ 目黒区自由が丘１丁目３１－１０　アックスビル４０１ 03-5726-8875

アプリーレ 目黒区五本木１丁目３２－３１－１Ｆ 03-6412-8536

Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｚ 目黒区柿の木坂１丁目３０－６　杉浦ビル７Ｆ 03-6421-4783

ＰＲＥＴＴＩＳＴ　ＡＩ 目黒区鷹番３丁目８－５　利根川屋ビル３Ｆ 03-3716-9006

Ｌｕｎａ　ｅ　ｄｕｅ 目黒区中目黒５丁目２８－１６　中目黒五番館 03-6454-3068

ヘアースタジオ　ファム 目黒区青葉台１丁目１５－８ 03-6416-4023

Ｌｉｎｋ’ｓ　Ｈａｉｒ　＆　Ｒｅｌａｘ 目黒区洗足２丁目７－１８ 03-6452-4738

ＣＩＮＮＡＭＯＮ 目黒区青葉台１丁目２５－１　Ｋ２ビル３Ｆ 03-6755-0803

ＡＲＩＳＥ　ｂｙ　Ａ．Ｄｅｓｉｇｎ 目黒区平町１丁目２７－２　吉田ビル２Ｆ 03-3723-2228

ＰＩＥＴＡＳ 目黒区自由ヶ丘１丁目２６－１３　管井ビル２Ｆ 03-5726-9254

Sun hair BRITS 学芸大学 目黒区鷹番３丁目１４－２　ディアコート鷹番 03-6451-0553

サロンド　クチュリエ 目黒区中目黒３丁目２－１９　ラミアール中目黒１０２ 03-6412-8467

Ｂａｒｏｑｕｅ　ｈａｉｒ 目黒区青葉台１丁目１９－７　ＭＳビル２Ｆ 03-3712-1276

美容室ひまわり 目黒区碑文谷６丁目７－４ 03-3791-6316

ＴＲＵＥ　ＣＯＬＯＲＳ 目黒区自由が丘１丁目２４－６ 03-5726-9880

さらさ 目黒区東が丘１丁目３５－８　ルートコースト１０３ 03-3421-0054



店舗名 住所 電話番号

ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　ａｒｔｅ 目黒区自由が丘１丁目２１－５　ホソノビル２Ｆ 03-6413-5990

ＭＩＣＲＡＳ 目黒区自由が丘１丁目２６－５　稲毛屋ビル４Ｆ 03-3724-0782

ヘアーラウンジヤード 目黒区目黒１丁目４－１２－２Ｆ，３Ｆ 03-6431-8764

az hair&spa 目黒区自由が丘１丁目２４－８ミニドーム自由が丘２Ｆ 03-0000-0000

Ｐｅｔｉｔｅ　ａｍｉｅ 目黒区緑が丘２丁目２４－１３ＪＩＹＵＧＡＯＫＡＫＣ１０３号 03-5726-8527

ｅｑｕｒｉ 目黒区目黒１丁目３－１６ 03-3495-0032

ａｔｅｌｉｅｒ　ｂ． 目黒区鷹番２丁目１５－９ 090-6960-3322

Ｎｉｃｃ　ｈａｉｒ 目黒区上目黒３丁目１１－６ 03-6412-8959

４５１　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 目黒区上目黒１丁目３－１２　ＬＫビル２Ｆ 03-5708-5665

Natully 目黒区中根２丁目１２－７ 03-6753-7577

アルケム 目黒区五本木３丁目２６－７　１Ｆ 080-3302-2895

シエーレ　ツァック 目黒区中根２丁目１４－１６　エレガンスシラコ１０３ 03-6421-1307

おしゃれサロン　キヨミ 渋谷区幡ヶ谷３丁目２２－１ 03-3378-3977

アサヒ　ビューティルーム 渋谷区神宮前６丁目１３－１ 03-3409-5993

スタ－　美容室 渋谷区神宮前２丁目１３－１１ 03-3402-4015

美容室　ドーモ 渋谷区笹塚２丁目３０－９－１０４ 03-3378-1187

サカエ　ビューティサロン 渋谷区渋谷１丁目１３－８ 03-3407-1427

エミ　美容室 渋谷区本町２丁目８－１５ 03-3376-0740

サロンド　ｉｆ 渋谷区笹塚１丁目１１－２ 03-3460-5797

近江礼一　美容室 渋谷区神南１丁目５－７ 03-3461-3710

ジュネス　美容室 渋谷区神南１丁目２３－１３　丸大ビル５Ｆ 03-3463-3921

代々木　美粧院 渋谷区代々木１丁目３８－４ 03-3379-0266

エフィ　美容室 渋谷区千駄ヶ谷５丁目２２－３ 03-3356-4639

シン　ヘアスタジオ 渋谷区神宮前６丁目３－７山岡ビル５Ｆ 03-5464-1161

ヘアークリニックサロン　ＪＯＩＮ 渋谷区千駄ヶ谷１丁目１９－１２ 03-3497-5686

美容室　Ｖａｉｎｑｕｅｕｒ 渋谷区広尾５丁目１－２０　七星舎ビル　Ｂ１ 03-3447-7731

ヘアードレシィング　トーン 渋谷区本町２丁目３９－２　たから屋ビル　２Ｆ 03-3377-0425

美容室　ラッキー 渋谷区元代々木町４－２ 03-3460-9187

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

ヘアーサロン　ファブリス 渋谷区神宮前１丁目８－６　武田ビル　１Ｆ 03-3404-8798

ムスタッシュ　美容室 渋谷区恵比寿南２丁目２－８　神山ビル　２Ｆ 03-3793-9256



店舗名 住所 電話番号

ヘアーサロン　トプカピ 渋谷区本町２丁目４－３　石見ビル　１Ｆ 03-3299-8695

美容室　Ｃ－ＢＡ 渋谷区上原１丁目３６－１３－２Ｆ 03-3467-9288

ｂｌａｎｃ　ｄｅ　ｂｌａｎｃ 渋谷区代官山町２０－６ 03-3770-5822

ＦＥＥＤ　美容室 渋谷区幡ヶ谷２丁目１６－５　第２木村マンション１Ｆ 03-3376-9161

カットハウス　しゅう山崎 渋谷区西原３丁目４－５ 03-3469-0174

プレーゴ 渋谷区神南１丁目２０－１２　遠山ビル　５Ｆ 03-5489-5490

ヘアブティック　風ろまん 渋谷区代々木２丁目１６－９　神山ビル　２Ｆ 03-3378-8855

ｉｍａｉｉ　ｓｃａｅｎａ×ｃｏｌｏｒｅ 渋谷区神宮前４丁目２８－２１　ハーモニー原宿　２Ｆ 03-5411-2345

Ｋｉｓａ　美容室 渋谷区恵比寿西１丁目３－１　藤倉ハイツ　２Ｆ 03-5459-2936

美容室　ガレージヘアー 渋谷区渋谷２丁目８－４　東和青山ビル２０１ 03-3486-4322

ヘアー　ダンクユー 渋谷区幡ヶ谷２丁目４９－３ 03-3299-8766

フォーヘア　ビビアン 渋谷区上原１丁目３５－８ 03-3460-6761

髪工房　Ｐａ　Ｐａ 渋谷区恵比寿１丁目２２－２７　小松ビル　１Ｆ 03-3442-8013

サロンド　ケイ 渋谷区神山町４１－５ 03-3469-0600

Ｋ．Ａ．Ｏｆｆｉｃｅ 渋谷区神宮前１丁目９－１２　ロイスダービル　３Ｆ 03-3796-1167

美容室　アースワーク 渋谷区千駄ヶ谷３丁目１３－２０－９０５ 03-5414-5621

アットクラフト 渋谷区神宮前１丁目１－１　原宿タウンホーム１０３ 03-3479-0010

ヘアー　ゲスト 渋谷区渋谷２丁目４－６　サンゼンビル　２Ｆ 03-3407-2466

美容室　リズム 渋谷区恵比寿西１丁目２９－８－２Ｆ 03-3463-8885

ハプス　サロン 渋谷区渋谷３丁目２６－１０　ネクスト渋谷１Ｆ 03-3463-5725

美容室　シャンジェ 渋谷区笹塚１丁目５９－９ 03-3299-0708

トニー＆ガイ　ジャパン　原宿店 渋谷区神宮前３丁目２５－１２　FUJI BUILDING HARAJUKU 3F 03-6271-4881

美容室　リッツ　代官山店 渋谷区代官山町１６－５　アドレスガーデン代官山　２Ｆ 03-5489-8844

Ｔｏｕｃｈｅｚ　Ｄｕ　Ｂｏｌｓ 渋谷区神宮前４丁目２８－１８　ピノ原宿　２Ｆ 03-3403-1991

Ｐｉｃａｓｓｏ 渋谷区神宮前１丁目１０－１５ 03-5414-2213

美容室　アーク 渋谷区猿楽町２０－７　ティスモ代官山　２Ｆ 03-3462-8255

美容室　ＯＺＡＫＡ 渋谷区神宮前２丁目１９－１０　原電ビル　１Ｆ 03-3401-3039

美容室　アイズ 渋谷区神宮前３丁目２３－２　エヌエスビル　３Ｆ 03-3404-1881

エアノイア 渋谷区猿楽町９－８　代官山パークサイドヴィレッジＢ１ 03-5489-6616

ヘアーメーク　シージャ 渋谷区神宮前１丁目２１－１５　ナポレ原宿　３０３ 03-3408-0767

美容室　シェイプ 渋谷区西原１丁目３５－１３ 03-5453-8541



店舗名 住所 電話番号

美容室　アフロディーテ 渋谷区恵比寿４丁目５－２８　エビスガーデン　１Ｆー１０１ 03-3445-2187

ＧＦＩ 渋谷区渋谷２丁目３－１　青山ポニーハイム　１Ｆ 03-3797-6262

ＭＩＮＸ　原宿店 渋谷区神宮前１丁目１３－１４　原宿クエスト　Ｂ１ 03-3470-3301

トライシクル 渋谷区恵比寿１丁目１３－３　メゾン　１１３ 03-3445-6656

カーム 渋谷区神宮前６丁目１３－８　小花ビル　２Ｆ 03-6419-3363

シュヴー 渋谷区神宮前２丁目３１－９　プリズム神宮前　２Ｆ 03-3746-0256

ヘアーデザイン　コンパス 渋谷区笹塚１丁目１６－４ 03-3468-5545

ビューティサロン　しもやま 中野区南台２丁目２７－５　田中ビル　１Ｆ 03-3383-6813

ルコスタイル 渋谷区笹塚１丁目１９－７ 03-3469-8857

サンベイス 渋谷区恵比寿西２丁目２１－１５　代官山ポケットパーク３０１ 03-5489-8215

ロライマ 渋谷区猿楽町１３－６ 03-5457-2622

キリコ 渋谷区代官山町２０－１７－Ｂ１Ｆ 03-3780-1991

ＣＵＲＥ 渋谷区神宮前２丁目１４－１０ 03-5775-2322

山野愛子　美容室 渋谷区桜丘町２６－１　セルリアンタワー東急ホテル内 03-3461-2124

スリルヘアー＆ネイルデザイン 渋谷区恵比寿西１丁目１０－７　優喜ビル　５Ｆ 03-3770-0631

ファンナーン 渋谷区神宮前４丁目１４－２ 03-3470-3112

パドドゥ　リュクス 渋谷区神宮前４丁目２９－１－Ｂ１Ｆ 03-3405-9872

ヘアーメイク　ボールド 渋谷区神宮前２丁目３２－３　ハチハタビル　５Ｆ 03-3401-2800

ロッシュ 渋谷区本町６丁目３７－１０ 03-3374-3476

ＹＯＫＯＴＡ 渋谷区代々木２丁目１１－２０　島津ビル　４Ｆ 03-3320-4225

ヘア＆エステ　ナチュラル 渋谷区渋谷３丁目１５－２　ＭＴエステートビル　２Ｆ 03-3797-5595

２０５・６　美容室 渋谷区渋谷１丁目３－１８　ヴィラ・モデルネ　Ｂ－２０５ 03-5485-6035

ポパイ　美容室 渋谷区道玄坂２丁目２３－１１　ビルトオショオ　６Ｆ 03-3464-6848

ｃｏｉｉ 渋谷区神宮前３丁目２１－２　原宿パレス２Ｆ 03-6240-7901

アキュレ 渋谷区恵比寿西２丁目２－８　寿豊ビル　２Ｆ 03-3780-6969

Ｄｏｕｂｌｅ　ｓｏｎｓ 港区南青山５丁目１１－２　ＳＡＮＷＡ南青山ビル２Ｆ 03-6450-6408

ＴＡＳＨＡ 渋谷区神宮前５丁目３８－４　ルミネ神宮前　２Ｆ 03-3797-7595

ＶｏｇｕＡ 渋谷区猿楽町２６－２ 03-5428-0075

Ｓｔ．ＬＡＭＰ 渋谷区神宮前６丁目４－２　jingumaeF Bldg.２Ｆ 03-6427-2633

ヒステリア　ヘア　デザイン 渋谷区神宮前１丁目１０－３５ 03-3401-3043

タイカーン 渋谷区神宮前４丁目３１－６　吉野ビル　２Ｆ 03-5474-3301



店舗名 住所 電話番号

イーエフ　インターナショナル 渋谷区千駄ヶ谷４丁目１６－６－３Ｆ 03-5775-3288

ＲＯＯＭ．５０１ 渋谷区恵比寿西２丁目２０－８　パーフェクトルーム５０１ 090-3805-4755

Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ｂｒｅａｔｈ 渋谷区幡ヶ谷１丁目６－５　幡ヶ谷コーエイマンション　１０４ 03-3370-5699

Ｋａｚｅ 渋谷区鶯谷町１２－３－１０４ 03-3477-1201

ｎａｐ　ＨＡＩＲ 渋谷区神泉町１－１９　美幸ビル　５Ｆ 03-3464-5414

Ｖｉｓ　ａ　ｓｉＶ 渋谷区恵比寿３丁目１５－１－１Ｆ 03-5421-4915

ｎａｕｇｈｔ 渋谷区円山町２－２１－１０２ 03-3461-7883

ｇｅｍ 渋谷区神宮前１丁目１０－３４　加藤ビル１Ｆ 03-6384-5375

Ａｘｅ　Ｐｕｒｅ　渋谷 渋谷区道玄坂１丁目２２－１２　和考ビル　２Ｆ 03-5456-3335

ＬＩＬＩ 渋谷区神宮前３丁目１５－４　Ｂ１Ｆ 03-3478-7020

Ｌａ，Ｓｙｌｈｉｄｅ 渋谷区恵比寿南１丁目２０－１２　三和マンション　１Ｆ 03-3715-3180

（株）トニー＆ガイ　恵比寿 渋谷区恵比寿南１丁目１２－１　えいしん会館 03-5724-5820

ＳＴＡＧＥ 渋谷区幡ヶ谷２丁目６－１１ 03-3320-3678

ＭＥＲＫ　ＭＡＬ 渋谷区神宮前４丁目１７－１６　ＮＩＣＨＩＩ　Ｐａｒｔ２　２０１ 03-5412-8881

アトリエ　ラ・ジュネス 渋谷区神宮前１丁目１－１２　原宿ニュースカイハイツ３０１号 03-6804-5534

Ｃｏｃｏｏｎ 渋谷区神宮前５丁目６－５　Ｐａｔｈ表参道Ａ棟Ｂ1 03-5466-1368

ＲＯＣＯ　ＳＰＥＡＲＺ 渋谷区神南１丁目１４－９　ＦＭＧビル　Ｂ１ 03-3462-2093

パームス　ヘア　８１ 渋谷区神宮前６丁目２５－８　神宮前コーポラス１４０６ 03-5464-8577

Ｐａｄｄｌｅ 渋谷区恵比寿１丁目１３－１－１Ｆ 03-5421-4331

ＧＯ－ＲＯＣＫＥＴ 渋谷区神宮前３丁目３３－８ 03-5411-2251

ｍｕｓｅ 渋谷区恵比寿西１丁目１６－８　ドロップイン代官山　２Ｆ 03-5784-5789

クレアトゥール　ウチノ　原宿店 渋谷区神宮前１丁目９－１８　原宿パトリアビル　４Ｆ 03-5412-8182

コンテンツ 渋谷区神宮前６丁目１８－１４　ＪＳ神宮前プロパティ　６Ｆ 03-3499-1757

ＨＥＡＶＥＮＳ 渋谷区神宮前５丁目１２－１０－１Ｆ 03-5469-8864

HEAVENS OMOTESANDO 渋谷区神宮前５丁目９－３　ＧＲＡＣＩＡ表参道２Ｆ 03-3462-1706

ＢＥＫＫＵ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ 渋谷区恵比寿西１丁目２１－６　ＡＲＩＣＡビル　２Ｆ 03-3462-6622

ＣＬＩＰ　Ｐ＋ＬＵＳ 渋谷区渋谷２丁目３－７　新星ビル　２Ｆ 03-3499-1985

Ｖｉｃｃａ 渋谷区神宮前５丁目１７－１１　ＰＡＲＫＳＩＤＥ　ＯＳＡＫＩ　４Ｆ 03-6427-3246

ジャンクロードビギン　新宿南口店 渋谷区代々木２丁目１０－４　第２ＴＲビル　１Ｆ 03-5358-5188

ＢＡＬＬＥＴ 渋谷区神南１丁目１５－７　ＣＯＥＮ３Ｆ 03-3461-5177

アール 渋谷区恵比寿西１丁目１４－４　シティホームズ恵比寿８０２ 03-6826-0144



店舗名 住所 電話番号

Ｂｅａｕｔｙ　Ｈｏｕｓｅ　ＨＡＲＵ 渋谷区笹塚３丁目１９－２　青田ビル　１－Ｂ 03-6300-4983

Ｇａｌａｎｔｅ 渋谷区神宮前６丁目９－９　Ａｖｅｎｉｙ表参道　２Ｆ 03-6427-3811

美容室　フレッド 渋谷区富ヶ谷１丁目４－８－１Ｆ 03-3467-7655

ニーナ 渋谷区恵比寿西１丁目３－１０　エビスタナカ７Ｆ 03-6427-8663

ガーランド 渋谷区神宮前５丁目１６－３ 03-5778-3800

ＬＵＸＹ 渋谷区渋谷１丁目１４－１４　植松会館ビル　８Ｆ 03-6427-6477

Ａｂｓｏｌｕ．Ｋ 渋谷区恵比寿南２丁目２５－３　エビスハナビル　５Ｆ 03-5734-1955

アンス　リール 渋谷区神宮前３丁目１７－８－３０１ 080-3930-4956

Ｄｒｅｓｓ　ｈａｉｒ 渋谷区恵比寿南３丁目２－１６　オクトピア恵比寿南　１０２ 03-6412-8700

ヴィエルジュ 渋谷区猿楽町１８－１２　ヒルサイドテラスＧ－３０１ 03-5456-5781

Ｏ．Ｋ　ＨＡＩＲ　ＴＵＮＥ 渋谷区神宮前５丁目１７－８　ベルコート芙蓉　２Ｆ 03-3499-8133

Ｌｉｅｎ 渋谷区代々木２丁目１３－６　ＹＵ－ＷＡビル　４Ｆ 03-6276-1955

トゥルーヴ 渋谷区恵比寿４丁目１０－２　エビスクワトロ　１Ｆ 03-5422-6418

(株)ＦＲＡＧＭＥＮＴ 渋谷区神宮前６丁目３３－１８　ハイツ原宿Ｂ１ 03-6419-7887

ｔｅｔｅ－ｃｏｑｕｅｔｅ 渋谷区神宮前３丁目２０－９　ＷＡＶＥビルＢ１Ｆ 03-6434-0094

Ｖｉｃｋｅ 渋谷区渋谷１丁目２２－１０　ＴＢミヤシタビル２Ｆ 03-6419-7324

セブン 渋谷区宇田川町４１－２８　茂木ビル２Ｆ 03-3770-7779

ｂｉｂｉｔｏ 渋谷区神宮前３丁目２８－４　神宮前林ビル２Ｆ 03-6434-0334

ＢＵＬＢ 渋谷区代官山町１８－７　末広ビル２Ｆ 03-6277-5877

ＲＩＭＡ 渋谷区神宮前５丁目３－１７　ＫＲハウス１Ｆ 03-3409-2155

Ｌａ　ｆａｍｉｌｉａ 渋谷区神宮前３丁目２７－１４ 03-6434-5352

Ｋｅｙ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ 渋谷区神宮前６丁目８－７　ヤマダビル２Ｆ 03-3499-5237

ｎｕａｇｅ 渋谷区神宮前３丁目１９－７　静雲ビル２Ｆ 03-6804-5818

Ａｔｔｉｎａ 渋谷区恵比寿１丁目１４－８ 03-6277-4199

ベリア 渋谷区神宮前３丁目２０－１８　ローザコート１Ｆ 03-6434-9944

Ｓｅｎｓｅ ｈａｉｒ 渋谷区神宮前４丁目２４－１８　北村ビル 03-6447-1934

ＥＩＧＨＴ 渋谷区宇田川町１２－１２　シグマ第５ビル５Ｆ 03-5428-3309

Ｎｏｖｅ　Ｌｉｎａ 渋谷区恵比寿南２丁目９－４　安島ビル２－Ｂ１Ｆ 03-3461-0399

エルエスティー 渋谷区神宮前６丁目１１－１　Ｔフレーム原宿３０１ 03-6427-5970

Ａｖａｌｏｎ 渋谷区神宮前３丁目４１－１　Ｆ１ 03-3478-3003

ＥＮＩＳＨＩ 渋谷区恵比寿南２丁目２０－１ 03-3711-0125



店舗名 住所 電話番号

ＦＬＯＷ 渋谷区渋谷１丁目７－３　三雄ビル２Ｆ 03-3797-0037

ｆｉｏｒｉｓｔａ 渋谷区神宮前４丁目１１－１４ 03-6447-0777

ＡＳＳＥＭＢＬＹ 渋谷区千駄ヶ谷３丁目５１－６ 03-6804-3422

Ｖｏｌｏｎｔｅ 渋谷区恵比寿西２丁目４－６ 03-6455-0941

オクトーブル 渋谷区恵比寿２丁目１７－１８　小海ハイツＢ１Ｆ 03-6277-3314

ａｎｅｍｏ　ＨＡＩＲ 渋谷区代官山町７－４ 03-3462-6245

イコル 渋谷区代官山町１２－３ 03-6416-0196

スピーク　イージー　サルーン 渋谷区元代々木町８－７ 03-6804-8049

ＵＮｉＴＥ 渋谷区渋谷１丁目１７－６　ザ　パークハウス渋谷美竹 03-6754-2514

Ｖａｌｌｅｔｔａ　Ｔｏｋｙｏ 渋谷区代々木３丁目１４－１４ 03-3370-5101

Ｌａ　Ｃｕｔｅ 渋谷区富ヶ谷１丁目５３－４ 03-5738-7189

みどりや美容室 渋谷区広尾５丁目１９－６ 03-3473-2548

ｎａｎｕｋ 渋谷区渋谷１丁目１１－３　小山ビル７Ｆ 03-6450-6032

ＴＨＥ　ＡＧＡＴＡ　ＴＯＫＹＯ 渋谷区神宮前６丁目１８－１０　ＥＢＩＮＡ　ＢＬＤＧ５Ｆ 03-6277-5215

Ｒｉｂｂｏｎｓ 渋谷区代々木２丁目２７－１６　ハイシティ代々木１Ｆ 03-6300-4555

Ｍａｒｃｏ 渋谷区神宮前４丁目２５－１ 03-6804-3870

Ｆｌａｍｉｎｇｏ ｌｉｌｙ 渋谷区恵比寿西１丁目１０－１ 03-3496-5139

One fine day 渋谷区神宮前６丁目２３－１３　メイメゾン２Ｂ 03-6450-6620

ビューティサロン　はちすか 渋谷区初台１丁目３７－７ 03-3370-5853

パール 渋谷区恵比寿西１丁目３２－３ 03-6455-3038

ヘアメイク　Ｓｔｕｊｉｏ 渋谷区神宮前５丁目３０－２　第一タカラビル 03-6434-1130

８ｍｇ 渋谷区神宮前２丁目３５－９　原宿リビン２０１ 03-6804-3865

梵　～ｋａｒｍａｎ～ 渋谷区恵比寿４丁目９－１３　中健ビル４０３ 03-5793-4505

Ｃａｌｅｎｄａ 渋谷区猿楽町２－１１　水川ビル３０３ 03-6427-8428

Ｒｏｌｌｅｎ 渋谷区神宮前４丁目２５－１　ＲＩＳＡビル２Ｆ 03-6805-1536

ＫＯＲＤ 渋谷区神宮前３丁目２７－１５　ＦＬＡＧ２Ｓ 03-6459-2102

アンベリール 渋谷区神宮前４丁目２－２２－２０４ 03-6447-4263

ピコノ 渋谷区恵比寿１丁目５－８　ハジカノビル２Ｆ 03-5475-2552

Ｌｕｍｉｅ 渋谷区神宮前５丁目２１－２１　ＭＯＯＮ－ＳＩＴＥ２０３ 03-6337-0872

ＴＨＥＭ　ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ 渋谷区幡ヶ谷１丁目７－４ 03-6276-4544

Ｂｅｔｔｉｅ 渋谷区神宮前４丁目２６－２８－３Ｆ 03-6434-9873



店舗名 住所 電話番号

ブルートマト 渋谷区神宮前６丁目１６－６　高部ビルＢ１Ｆ 03-3407-8170

ＴＨＥ　ＲＥＭＭＹ 渋谷区神宮前４丁目６－２　プライムＫＯＢＡＹＡＳＨＩ　１Ｆ 03-5413-4068

ＫＡＬＥＮ 渋谷区猿楽町２６－２　sarugaku　B1F 03-6277-5487

ｅｖｅｒ 渋谷区神宮前４丁目２３－１０　カラート表参道１Ｆ 03-6313-0552

Ｏｎｅ　Ｄａｙ 渋谷区神宮前５丁目４２－１７　コーポ青葉１０１ 03-6883-4853

ＣＬＡＮ 渋谷区神南１丁目１２－１８　メゾン渋谷２Ｆ 03-5489-4700

ｓｙｌｐｈ 渋谷区神宮前４丁目８－１４　そのべビルＢ１Ｆ 03-3479-6009

ｃｈａｒｍｅ 渋谷区渋谷３丁目１８－７　渋谷東１号館２Ｆ 03-6418-6768

ＰＡＲＡＤＩＳＯ 渋谷区恵比寿西１丁目１０－３　トラスト・リンク恵比寿ビル５Ｆ 03-3461-0811

ＳＵＩ 渋谷区神宮前４丁目１－２０ 03-6455-5802

ＣＡＮＤＹ　ＳＹＲＵＰ 渋谷区神宮前３丁目２２－７　藤原ビル３Ｆ 03-6447-4789

Ｌｉｂｅｒｔａ 渋谷区恵比寿１丁目１１－３　アキックスエビスビル３Ｆ 03-6277-4517

ＥＭＭＡ 渋谷区元代々木町２２－７萩原ビル３０２ 03-5738-7423

PARADISO le･plus 渋谷区恵比寿南１丁目３－８　フルール橘ビル２Ｆ 03-5725-3393

パウダー 渋谷区神宮前５丁目５０－６　サクセス青山Ｂ１Ｆ 03-3499-7689

ブレッザヘアー 渋谷区笹塚２丁目２５－２ 03-6300-4036

フィールフリー 渋谷区広尾５丁目１０－１ 080-4053-5050

有限会社デューク 渋谷区神宮前６丁目１９－１２　アオヤマビル７Ｆ 03-5468-1766

ｃｌｅａｒ 渋谷区恵比寿西１丁目２－１　エビスマンション９０２ 080-4735-3699

アトリエジーデーパリ 渋谷区笹塚１丁目２４－２ 03-3468-8636

ｔｏ 渋谷区恵比寿西２丁目１７－３　ダイヤビル１０２ 03-3780-2117

Ｃａｄｒｅ４３１ 渋谷区本町２丁目１６－５－１Ｆ 03-6276-5219

Ｒｅｉｚ 渋谷区渋谷２丁目１９－２０　宮益坂岡ビル１０Ｆ 03-6451-1595

ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　１２１４ 渋谷区渋谷２丁目１４－１０　ＮＡＧＡＮＵＭＡビル２Ｆ 03-3797-5153

プレジール 渋谷区恵比寿４丁目９－１３－２Ｆ 03-5791-7791

ＲＵＭＩＮＡ 渋谷区猿楽町１４－１０ 03-6455-0593

ＣＲＡＺＹ　ＢＥＡＵＴＹ 渋谷区円山町５－１８　道玄坂スクエア９０６ 03-6416-1726

リフトアップカット砂山 渋谷区神宮前３丁目４１－５ 03-6863-8127

ＡＫヒルズ 渋谷区上原３丁目１８－４ 03-5454-0832

フリーコネクト 渋谷区代々木１丁目５５－１４　セントビルズ５０３号 03-6300-6337

Ｆｒｅｅｒａ 渋谷区神宮前４丁目１４－５　ｃａｂｉｎａ表参道ビルＢ１Ｆ 03-6447-1081



店舗名 住所 電話番号

【】ＣＡＫＣＯ 渋谷区恵比寿西２丁目１７－９　onesimplicity２Ｆ 03-6712-7377

ＫＯＫＯＳＣＨＫＡ 渋谷区千駄ヶ谷３丁目４１－７－１Ｆ 03-5414-5188

Ｌｅｒｏｎｄ 渋谷区恵比寿西２丁目１７－１９ 03-6712-7733

ｓｕｒｆａｃｅ 渋谷区神宮前４丁目１４－５　キャビナ表参道２Ｆ 03-6447-2827

ＫＯＥ 渋谷区神宮前４丁目２－１７　アオヤマアールナツノ２Ｂ 03-6447-5220

デイト 渋谷区恵比寿西２丁目１２－１４ 03-5456-5116

ＧＯＬＤ　ＳＡＬＯＮ　ＴＯＫＹＯ 渋谷区神宮前４丁目１１－１５シナモンオールビルＢ１ 03-6438-9722

ＩＬＯ美容室 渋谷区代々木２丁目５－１　羽田ビル３０６ 03-6300-9291

ミーツ　ハンド 渋谷区恵比寿南２丁目２４－２　１Ｆ 03-6303-3282

ＤＥＮＡＬＩ　ＨＡＩＲ 渋谷区上原１丁目３０－１　上原ＭＫビル２Ｆ 03-6407-8595

ｅｙｅ　ｌａｓｈ　Ｍａｙ 渋谷区初台１丁目５１－５　アクス初台４０２ 03-6276-6243

ｇｉｔａ　ａｏｙａｍａ 渋谷区渋谷２丁目１１－１２－１Ｆ 03-6427-5453

エルロード広尾 渋谷区広尾４丁目１－１１　広尾ガーデンヒルズＨ棟１Ｆ 03-3498-0515

Ｌ’ｗｉｓ 渋谷区宇田川町３３－８　エミリアビル２F 03-6416-9024

Ｋｉｅ 渋谷区西原３丁目１３－１６　パリス代々木上原３Ｆ 03-6407-9406

ＹＯＫＥ 渋谷区渋谷２丁目７－２　プラシード青山１Ｆ 03-6427-1015

ＦＯＬＫ 渋谷区恵比寿西１丁目８－１１　昴Ａビル２Ｆ 03-6452-5934

Ｌｉｉｋｅ 渋谷区恵比寿西１丁目３５－５　鶴巻ビル２Ｆ 03-3477-1218

ＳＨＥＡ. 渋谷区神宮前５丁目４６－１６　イルチェントロセノーノ２Ｆ 03-6450-6985

Ｈｕｅｓ 渋谷区神宮前２丁目３１－４　原宿光悦ビル２Ｆ 03-5860-6551

ＭＡＮＯＨＡＲＵ 渋谷区神宮前４丁目１５－４　ＹＣ表参道２Ｆ－Ｅ 03-6447-0613

ＴＯ／ＲＥ 渋谷区神宮前２丁目１９－１４　ＣＲＯＳＳ神宮前２Ｆ 03-6438-9394

ＲＯＫＵ　ＲＯＫＵ 渋谷区東３丁目２５－８　ＰＶＢ　ＥＢＩＳＵ　４Ｆ 03-6712-6696

美容室　アース　イズ　アート 渋谷区神宮前５丁目１２－１　マハール表参道１０１ 03-5464-6939

ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＦＲＯＨ 渋谷区道玄坂２丁目２３－１０　渋谷ランドビル６Ｆ 03-6455-2858

ｌｅ　ｂｏｉｓ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅｕｐ 渋谷区渋谷２丁目７－１１ 03-6427-4059

Ｐｌｕｓ　Ｌｏｕｎｇｅ 渋谷区神宮前２丁目３２－３　ニチハタビル４Ｆ 03-3401-5155

Ｓｃｈｅｍａ　ｈａｉｒ 渋谷区鶯谷町７－１２ 03-5784-1512

ユーフォリア　原宿店 渋谷区神宮前４丁目３２－１３　ＪＰＲ神宮前４３２ビル７Ｆ 03-5775-3799

ＴＲＥＳＳ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ 渋谷区神宮前４丁目１６－２－２ＦＢ 03-6434-5613

ＭｕＮｉ 渋谷区元代々木町８－４ 03-6416-8462



店舗名 住所 電話番号

ａｌｌｏｙ 渋谷区猿楽町１２－３５ 03-6455-2469

Ｐｏｌｏｎ 渋谷区神宮前３丁目６－７　Ｄｅａｒ神宮前 03-5843-0880

ｓｔａｎｃｅ 渋谷区恵比寿１丁目１－６　エビスオークビル１Ｆ 03-5423-8177

９　ＮＩＮＥ 渋谷区千駄ヶ谷１丁目３－１９　ロワレール千駄ヶ谷１０１ 03-5843-0399

ＣＡＮＤＹ　笹塚店 渋谷区笹塚１丁目５３－２　コーポザット１０１ 03-3374-8750

ｃａｃｈｅ　ｃａｃｈｅ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ 渋谷区神宮前３丁目１５－５　ＡＣＥ神宮前２Ｆ 03-6434-7306

ＧＡＬＡ 渋谷区渋谷１丁目９－１　渋谷ビジネス会館２Ｆ 03-6452-6504

(株)エコズカット　代々木店 渋谷区千駄ヶ谷４丁目２９－１０ 03-6303-0722

ＢＹ　ＴＨＥ　ＳＡＬＯＮ 渋谷区猿楽町２３－２　代官山ｅＮビル４階 03-6452-5018

Hair　ALES　原宿店 渋谷区神宮前６丁目３２－４ 03-3400-6667

Ｓｉｒｅｎ 渋谷区神宮前６丁目７－３　ネスト原宿３０１ 03-3400-6667

アレス　インターナショナル 渋谷区神宮前３丁目２４－９ 03-6427-1815

Ｔｏｍｍｙ 渋谷区神宮前６丁目７－３　ネスト原宿２０２ 03-6427-1815

ＴＯＩＲＯ　Ｓａｌｏｎ 渋谷区幡ヶ谷１丁目３０－１３ 03-6407-0047

Ａｋｕａ 渋谷区神宮前３丁目４２－２　ＶＯＲＴ外苑前Ⅲ２Ｆ　i区画

ａｌｂｅｒｉａ 渋谷区渋谷１丁目３－１８　Ａ８０４ 03-6450-5390

Ｖａｃｉｌａｎｄｏ 渋谷区神宮前４丁目２２－９ 03-6434-7793

ビューティサロン　モナーク 中野区鷺宮４丁目３－１０ 03-3339-0618

トミ　美容室 中野区本町５丁目３４－１４ 03-3381-5508

エム　美容室 中野区弥生町２丁目２７－３ 03-3382-3924

おしゃれ泥棒　ルパン 中野区新井５丁目２３－７　中村ビル 03-3388-4505

ティムトガワ　美容室 中野区東中野１丁目５９－９ 03-3365-2040

Ｄｕｃｋ　ＴａｉＬ　美容室 中野区弥生町２丁目２１－８ 03-3372-3035

ピリカ　美容室 中野区弥生町４丁目７－３ 03-3384-9240

ヘア＆エステ　キャロット 中野区上高田３丁目１９－１１　スズワビル　２Ｆ 03-3388-2519

コワフール　芳 中野区白鷺２丁目４９－２５ 03-3336-6383

美容室　メイ 中野区弥生町３丁目１－１５　池田ビル　２Ｆ 03-3379-1989

クリエイティブサロン　エクセル 中野区鷺宮１丁目１６－８ 03-3338-5536

美容室　スパイキュール 中野区上鷺宮３丁目１７－１０　ライヴヴィラ 03-3577-5015

ビューティサロン　ＨＡＲＵ 中野区東中野１丁目５６－４　山商ビル　１－３ 03-3366-1334

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



店舗名 住所 電話番号

Ｉ　ＷＡＮＮＡ　ＧＯ　ＨＯＭＥ　ＣＯＮＣＥＮＴ 中野区新井１丁目２３－２３ 03-5318-9400

ｆｒｕｃｔｕｅｕｘ　ＨＡＩＲ 中野区中央１丁目２６－９　ユーコート中野坂上　１Ｆ 03-3366-6012

美容室　プラチナ 中野区東中野３丁目１６－７　関谷ビル　１Ｆ 03-3364-6188

ヤマノ　ビューティウェルネスサロン 中野区中野４丁目１－１　中野サンプラザ　６Ｆ 03-3388-7901

Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＨＡＬ 中野区沼袋３丁目４－１４　ハナハイム１Ｆ右店舗 03-6382-7260

ＮＥＷ　ＢＡＳＩＣ 中野区中野５丁目４１－８　カースク中野　２Ｆ 03-5345-7133

シャル　美容室 中野区鷺宮３丁目１－１６ 03-3336-7586

美容室３ＨＥＡＲＴＳ 中野区本町４丁目３１－１０　アンサンブル新中野１０２号室 03-3384-8877

ヘアークリニック　クレスト 中野区弥生町２丁目２２－６ 03-3372-8993

マヒナラニ 中野区鷺宮３丁目１７－３　大野ビル１－Ｃ 03-3330-0907

Ｓｏ　ｈａｇｉｗａｒａ 中野区本町４丁目３７－２５ 03-3381-2544

ａｂｅｌｈａ 中野区本町１丁目２－９ 03-6300-6175

ＲＯＯＴＹ 中野区中野６丁目２１－８　豊田ビル１Ｆ 03-5937-1662

アゴラ　ヘア　デザイン 中野区沼袋１丁目３７－５　沼袋ビル２Ｆ 03-3228-2388

Ｋ：ｚ 中野区本町２丁目４９－１６ 03-3377-3210

ＭＩＲＵＣＯ 中野区南台２丁目２９－３ 03-6304-8653

美容室　アンジェロ 中野区若宮２丁目４２－３ 03-5373-9202

Ｂｅａｕｔｙ　Ｉ 中野区白鷺２丁目４８－９　パールヴィラＫＳ　Ｂ２ 03-6265-5838

ヘアーインＰｅｐ 中野区中央４丁目４－５ 03-3382-5047

ｓｕｍｉｋａ 中野区中央５丁目４０－１７ 03-6382-7726

ヘアサロン　マーマー 中野区中野５丁目３２－４　中野ステーションハイツ１０３ 03-5942-8616

オカムネ　美容室 杉並区高円寺北３丁目３２－４ 03-3337-4067

ビューティ　カサイ 杉並区和田２丁目４０－１０ 03-3381-2845

さつき　美容室 杉並区阿佐谷北２丁目１５－２ 03-3338-3759

浪内　美容室 杉並区阿佐谷南３丁目３４－１８ 03-3392-2392

ヴォ－グ　美容室 杉並区阿佐谷北６丁目２－１５ 03-3337-6706

コアフィール・ウノ 杉並区松ノ木３丁目２６－１１　日信ビル　１Ｆ 03-3311-6624

ケン仲嶋　美容室 杉並区高円寺南２丁目１９－１ 03-3315-0903

美容室　Ｓｈａｋｅ 杉並区阿佐谷北２丁目１３－２　パサージュビル　２Ｆ 03-3330-3031

メリー　美容室 杉並区高円寺北２丁目１８－２ 03-3337-3198

オリオン　美容室 杉並区堀ノ内３丁目１６－１ 03-3316-6368



店舗名 住所 電話番号

小黒　美容室 杉並区高円寺北３丁目２０－２ 03-3337-4164

ＷＡＫＯ　美容室 杉並区堀ノ内３丁目２８－２２ 03-3313-4100

美容室　ライムコロン 杉並区阿佐谷北１丁目２７－６ 03-3337-5514

カットハウス　ポパイ 杉並区阿佐谷北１丁目３－８ 03-3339-2741

ビューティサロン　ミネ 杉並区本天沼１丁目３－２５ 03-3301-2239

ヘアースタジオ　シェリー 杉並区方南２丁目１８－２０ 03-3317-6331

L'ａｎｇｅ 杉並区阿佐谷南１丁目３３－５　ウエリスビル　２Ｆ 03-3314-5844

美容室　イーグル 杉並区高円寺北３丁目２０－２４　小笠原ビル　２Ｆ 03-3338-9387

ビューティ　みき 杉並区梅里１丁目１－４７ 03-3312-5728

はだて　美容室 杉並区成田東５丁目４－２４ 03-3398-3599

さとう　おさむ　美容室 杉並区方南２丁目１９－２　第３鈴力ビル　４Ｆ 03-3313-6800

Ｍｏｎ　コワフュール 杉並区阿佐谷北３丁目２７－１０ 03-3336-2662

美容室　タンブレロ 杉並区阿佐谷南１丁目４５－１１ 03-3318-0482

美容室　シアル 杉並区阿佐谷南３丁目５－１５　ヨコカワマンション１ＦＣ号 03-3220-3937

美容室　パール 杉並区高円寺南４丁目２４－１１ 03-3314-6844

ヘアメイク　ラ・フール 杉並区阿佐谷南１丁目４７－２１　プラザ阿佐ヶ谷　１Ｆ 03-3316-5508

プラネットヘアー 杉並区阿佐谷北１丁目３５－８ 03-3310-1414

ビューティサロン　つだ 杉並区成田東１丁目２６－１０ 03-3313-2369

ネオフィリア 杉並区阿佐谷南１丁目１２－５－１１６ 03-3311-8858

フォルム　ｆｏｒ　ｍｅ 杉並区梅里２丁目４０－１４　カントリーハウス　１Ｆ 03-3315-4588

インターナショナル　フランク　ヘアー 杉並区高円寺南３丁目５８－１５ 03-3314-6621

ＡＰＮＥＫ 杉並区高円寺北１丁目４－４ 03-3387-0823

hair　shop　SIESTA 杉並区阿佐谷南１丁目１４－１６ 03-3312-2731

ヘアーメイク　ソワレ 杉並区成田東４丁目２８－７ 03-6765-0600

Ｆｕ＾Ｒａ 杉並区阿佐谷南１丁目１３－１３　Ｗｅｓｔｅｌｌ　ＡｓａｇａｙａⅡ　１０ 03-5377-1456

ヘアメイク　サンティエ 杉並区阿佐谷南１丁目１２－５－１Ｆ 03-5306-2669

ＳＩＥＳＴＡ　ＣＡＳＡ 杉並区高円寺南２丁目４５－１７　コーヨービル１Ｆ 03-3314-6877

Ｆａｂｕｌｏｕｓ 杉並区高円寺南５丁目３２－６ 03-3311-5100

ステップ　１ 杉並区堀ノ内３丁目２－４ 03-5377-4520

Ｌｕｋｅ 杉並区高円寺北３丁目４－１０　伊勢市ビル　１Ｆ 03-3310-1666

ＡＬＥＴＴＡ 杉並区高円寺北３丁目１－１４　ＳＫビル２Ｆ 03-6666-7666



店舗名 住所 電話番号

ヘアースタジオ　メノス 杉並区高円寺南４丁目２４－１　第二下田ビル　２Ｆ 03-3318-8056

ビューティスポット　Ｍ＇ｓ 杉並区阿佐谷北２丁目１３－１４－１Ｆ 03-5373-9331

Ｏｌｕｏｌｕ 杉並区阿佐谷南１丁目３６－１４　白鳥　１Ｆ 03-5929-9115

Ｖｉｌｌｅｔｔａ 杉並区高円寺南５丁目１３－２８－Ａ 03-5306-0655

Ａｖａｌｏｎ 杉並区阿佐谷南１丁目１４－１９－１Ｆ 03-3314-6168

Ｂｅｈｏｍｅ 杉並区阿佐谷北３丁目１０－１４　峰松ビル１Ｆ 03-5356-9863

阿佐ヶ谷３３４９ 杉並区阿佐谷南３丁目３４－９ 03-6873-6158

SEVE STARS hair　design　NAKANO　BASE 杉並区高円寺南５丁目４４－１ 03-5380-3220

Ｍｏｔｈｅｒ　Ｎａｔｕｒｅ’ｓ　Ｓｏｎ 杉並区高円寺北２丁目１２－５－１Ｆ 03-5373-5161

こあさじょうじ美容室 杉並区高円寺北２丁目２４－５　能島ビル１Ｆ 03-3339-5544

キャラ　シャローネ　阿佐谷 杉並区阿佐谷北２丁目１－１　石井ビル４Ｆ 03-6383-0995

Ｈａｉｒ　Ｓｔｏｒｙ　髪空 杉並区高円寺北３丁目３－１１　ヴィラージュ高円寺１Ｆ 03-5327-8820

サロン・ド・ベル 杉並区阿佐谷北１丁目８－１９ 03-3330-8098

Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｓｙｒｕｐ 杉並区阿佐谷北１丁目３－１５　Ｃ－Ｈｏｕｓｅ２Ｆ 03-5356-7926

ｒａｖｅ　高円寺店 杉並区高円寺南３丁目２３－２０－１Ｆ 03-5913-9933

高円寺四百倍美容室 杉並区高円寺北３丁目１７－３　メゾンシャトレ１Ｆ 03-3337-7091

ＬＩＡＬＩ 杉並区高円寺北２丁目１７－４　ニューリバービルディング３０２ 03-6321-5817

ｂｌａｌａ 杉並区高円寺北２丁目１２－３－１０１ 03-5327-8669

ｙｕｋａｒｉ 杉並区阿佐谷北４丁目５－８　１Ｆ 03-3339-0611

Ｌａｎａｐ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ 杉並区成田東５丁目３９－１０ 03-5335-7885

あとりえ　ガイア 杉並区高円寺南２丁目４６－１５ 03-6385-1852

Ｈａｉｒ　ｓｔｏｒｙ　かのわ 杉並区阿佐谷北２丁目３６－１　?二横川ハイツ 03-5356-6884

すみれ美容室 杉並区高円寺南２丁目１９－２２ 03-5913-9144

ｍｏｉｎ 杉並区堀ノ内２丁目１２－１８　コスモ方南町５０５

ｍｅｒｕｅ 杉並区高円寺南４丁目４５－４　サマリアマンション８０３ 03-4362-7468

テルミ　美容室 杉並区天沼３丁目１６－１３ 03-3398-1731

ヴォーグ　美容室 杉並区荻窪５丁目２７－７ 03-3392-4146

アマノ　美容室 杉並区西荻南２丁目１４－２２ 03-3332-8864

美容室　ボンネ 杉並区西荻南１丁目１９－１９ 03-3333-5981

ＨＡＩＲ　ＯＨＮＥ 杉並区上荻４丁目１０－８ 03-3395-6764

くるみ　美容室 杉並区天沼３丁目３０－４１ 03-3392-5492



店舗名 住所 電話番号

タニ　美容室 杉並区上荻１丁目４－３ 03-3393-3197

ヴォーグ　美容室 杉並区西荻南２丁目２７－７ 03-3334-8676

ｈａｉｒ　ｄｏ　Ｕｓｕｉ 杉並区上荻１丁目１９－１１ 03-3393-1565

ＦＡＣＩＬＥ 杉並区井草１丁目５－１１　井草サマリアマンション　１０８ 03-3395-6077

おらんじゅ　美容室 杉並区桃井１丁目２－２ 03-3395-0553

サロンド　エム 杉並区西荻北３丁目１３－７ 03-3397-4020

カットショップ　サークル 杉並区天沼３丁目３０－２ 03-3398-2512

美容室　ヘアートーク 杉並区西荻南３丁目１９－１３ 03-3247-0534

美容室　ひまわり 杉並区宮前３丁目２９－９ 03-3247-1717

アルファ　プラス 杉並区下井草３丁目４１－１０ 03-3396-0263

リスペクト　ヴォーグ 杉並区上井草２丁目４４－３ 03-3395-1308

美容室　みのる 杉並区荻窪４丁目１１－１６　ドミシール荻窪 03-3393-3996

クロスリング　美容室 杉並区上荻２丁目３９－１７－２０１ 03-3397-8006

スタジオＹ　美容室 杉並区荻窪５丁目１７－６　トーワビル　１Ｆ 03-3393-4910

カミーユ 杉並区西荻北３丁目３１－１２　ぬのやビル１Ｆ 03-3390-4107

美容室　フェラーリ 杉並区荻窪５丁目１８－９　杜ビル　２Ｆ２０１ 03-5397-9880

美容室　アレ・ア 杉並区上井草３丁目３１－１６－２０１ 03-3395-5015

智久子　美容室 杉並区善福寺１丁目１５－２ 03-3395-0804

Ｃｏｑｕｅｔｔｅ 杉並区荻窪５丁目２６－１０ 03-3398-0340

ビューティ　横田 杉並区上荻１丁目７－１　ルミネ荻窪　４Ｆ 03-5397-0018

美容室　Ｓａｎｄｓ 杉並区西荻北３丁目１２－１３ 03-3396-0226

パリス　美容室 杉並区上荻４丁目２５－１３ 03-3395-5437

美容室　花 杉並区西荻南３丁目１８－１３　エトワールビル　２Ｆ 03-3247-2340

びようしつ　たぶろう 杉並区荻窪２丁目７－１０ 03-3391-6455

ｅｃｌｏｒｅ 杉並区天沼３丁目１１－５　毛塚ビル　１Ｆ 03-5335-6780

Ｂｏｂ　ｔａｉｌ 杉並区西荻南３丁目８－７　市川ビル　１Ｆ 03-5336-6848

ジュエ　ア　カシュカシュ 杉並区西荻南３丁目１５－１７－１Ｆ 03-3334-4602

ＶＩＲＴＵＥ 杉並区西荻南３丁目１０－５－２Ｆ 03-3333-7010

美容室　白雪 杉並区本天沼２丁目４４－１１ 03-3390-9302

美容室　アニモ 杉並区天沼３丁目３－１１　サンパーティク荻窪 03-3391-5627

ａ：ｌｅ　ｐｌｕｓ 杉並区上荻１丁目７－３　プラネッツ荻窪　２Ｆ 03-6915-1176



店舗名 住所 電話番号

荻窪　美粧 杉並区天沼３丁目６－２１ 03-3392-2634

ＨＥＹＢＥＩ 杉並区下井草４丁目３２－３ 03-3394-4829

ｓａｌｏｎ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｐｏｌｋａ 杉並区西荻南１丁目１８－１０ 03-5941-6532

（有）アルテ 杉並区西荻南３丁目１８－１５　昭和ビル１Ｆ 03-3331-9876

ＮＡＬＵ 杉並区荻窪５丁目１４－４　荻窪武蔵野マンション１Ｆ 03-6279-9756

Ｒ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ 杉並区西荻南３丁目１７－３　第１篠ビル２Ｆ 03-5932-2223

ＡＶＡＮＣＥ 杉並区西荻北２丁目２－１－３Ｆ 03-3395-6655

ヘアークロマチック　ノート 杉並区西荻北２丁目９－１５　豊栄マンション１１５号 03-3390-1742

Ｐ３ 杉並区西荻北３丁目２０－１２　グラツィオーソ西荻窪１Ｆ 03-6913-8163

ＶＯＩＣＥ 杉並区荻窪５丁目２９－１０ 03-3391-5526

ＶＩＲＴＵＥ　２ＮＤ 杉並区西荻北３丁目２１－１６　サンヴェール西荻窪１Ｆ 03-6913-7090

ａｍａｎｉ　ｅｎ 杉並区上荻１丁目２４－１９ 03-6915-1884

Ｇｒｏｖｅ　東京 杉並区西荻南２丁目２０－８　ハニービル西荻Ｂ１０１ 03-6822-5510

Ｔｒｉｐ 杉並区西荻北３丁目３１－１６ 03-5382-5333

サロンド　ユーウ 杉並区浜田山３丁目１－１７ 03-3304-7268

細井美容室 杉並区久我山４丁目１－５　田中ビル１０３ 03-3334-7814

文鳥　美容室 杉並区浜田山２丁目１２－１４ 03-3303-6419

ＨａｉｒＭａｋｅ・ＳＡＳＨＩＤＡ 杉並区浜田山４丁目６－１ 03-3313-8417

ビューティ　いそべ 杉並区永福３丁目５５－６ 03-3328-5589

モ－ド　美容室 杉並区永福２丁目５５－１０ 03-3322-5647

マミー　美容室 杉並区和泉１丁目５２－８ 03-3325-6770

ユミ　美容室 杉並区方南１丁目２３－５ 03-3323-1326

ナイトウ　美容室 杉並区高井戸東３丁目３６－１５ 03-3333-4684

サロンド　アイ 杉並区堀ノ内２丁目４－３２ 03-3315-4749

おしゃれしょっぷ　Ｔ＆Ｓ 杉並区方南２丁目２３－８　マンション方南町　１Ｆ 03-3317-3725

美容室　ルミネ 世田谷区北烏山２丁目１１－５　サンハウス１Ｆ 03-6676-0170

美容室　ＷＨ０＇ｓ　ＷＨ０ 杉並区久我山４丁目１－１０　ミツギビル　２Ｆ 03-3333-0073

美容室　ＳＮＩＰ 杉並区高井戸西１丁目５－３５ 03-3334-0204

Ｍ．ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ　ｉｐｓｅ 杉並区高井戸西２丁目１－２６　京王リトナード 03-3332-8637

美容室　ＬＦＹ 杉並区高井戸東３丁目２７－１２ 03-3332-9808

Ｋ’ｓクラブ 杉並区和泉３丁目４－５　青木ビル　２Ｆ 03-3324-1034



店舗名 住所 電話番号

ビューティサロン　ニューバーバラ 杉並区高井戸東２丁目２９－１５ 03-3331-9948

モード　美容室 杉並区久我山２丁目１３－７ 03-3333-0374

ビューティサロン　ルトゥール 杉並区永福３丁目３５－８　任天堂ビル　２Ｆ 03-5300-7750

ヘアメイク　フレックス 杉並区上高井戸１丁目８－３　上高井戸スパークビル　１Ｆ 03-3306-1386

ミキ　美容室 杉並区和泉４丁目９－１２ 03-3321-1337

Ｈａｉｒ　ＳＮＩＰＳ 杉並区浜田山３丁目１０－９　パークメドウス　１Ｆ 03-5377-4995

美容室　クリーム 杉並区永福２丁目５３－１２　サニービュー羽島　１Ｆ 03-3323-6463

浴風会内　美容サロン 杉並区高井戸西１丁目１２－１ 03-3334-2189

イノセンツ 杉並区永福３丁目５７－１６　創和ビル１Ｆ 03-3323-7927

美容室　ｂａｎ　ｂｅｅ　Ｌａ 杉並区上高井戸１丁目１－１４ 03-3329-6686

理学美容室　カグー 杉並区高井戸東２丁目２５－１３　ドリアンヴィラ１Ｆ 03-3332-1610

（有）ドゥーイング 杉並区方南２丁目１２－１８　多田ビル　２Ｆ 03-3312-1179

美容室　サリア 杉並区和泉１丁目２－１　ロイスビル１Ｆ 03-3324-7272

みき　美容室 杉並区久我山４丁目３０－１３ 03-3331-8502

美容室　ＫＡＴＴＳＵ 杉並区久我山３丁目３５－２９　久我山ハイツ　１０１ 03-3332-7522

サントラップ 杉並区和泉１丁目３－１　エステート小林　１０２ 03-3324-6315

ヘア＆メイク　ノイ 杉並区和泉４丁目５１－１１　寺井ビル　３Ｆ 03-5305-3565

Ｈａｉｒ　Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｅ 杉並区浜田山３丁目３１－４　藤ビル１Ｆ 03-6379-6166

ＣＡＮの店 杉並区和泉４丁目２３－３ 03-3328-5368

ヘアーサロン　ミュウ　ミュウ 杉並区永福４丁目１９－４　安藤ビル　１Ｆ－Ｄ号室 03-3327-7072

ａｓｕｂｉ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 杉並区方南２丁目１１－１０－１Ｆ 03-5305-0361

ＥＵＲＥＫＡ 杉並区高井戸西２丁目１０－９　ノースメインビル　１Ｆ 03-5336-8050

ヘア　アンド　メイク　ノイ 杉並区和泉３丁目１３－２４ 03-3327-8344

サロンド　ユーウ　ＧＡＲＥ 杉並区永福３丁目３６－１ 03-5355-2888

ｈａｉｒ　ｎｉｎａ 杉並区高井戸東２丁目３０－１ 03-5370-2727

Ｐｕｕｒ 杉並区和泉３丁目１３－２２ 03-5355-5598

(株)ａｕｒｏｒａ 杉並区浜田山３丁目２８－４　ライブタウン浜田山　１６１１ 03-5929-9209

ｂａｒｂａ　ａ　ｐａｐａ 杉並区浜田山３丁目２９－１４　岩瀬ハイツ　東側店舗 03-6312-2312

Ｕ－２９　ｈａｉｒ　ａｒｃｈ 杉並区高井戸東２丁目２９－３　高井戸永谷マンション１Ｆ 03-5941-6822

美容室　ｍｉｌ　Ｆｏｏ 杉並区久我山５丁目８－２０　Ｂ１－Ｂ 03-3334-5202

ボムス浜田山店 杉並区浜田山３丁目３１－２　京王浜田山駅ビル２Ｆ，３Ｆ 03-3304-5911



店舗名 住所 電話番号

美容室ホワン 杉並区永福１丁目３９－８ 03-6265-8772

ＪＯＹ 杉並区上高井戸１丁目９－４　ＡＲＫ．Ｊビル１Ｆ 03-6379-9331

美容室　ＣＨＯＫＩＹＡ 杉並区永福４丁目４－１５ 03-6379-5003

ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＡＯＩ 杉並区久我山４丁目１－３ 03-5344-9199

ａｆｆｅｓ 杉並区上高井戸１丁目８－２４　あやのビル１Ｆ 03-3304-3399

ｐａｄｄｙ　ｕｐ 杉並区久我山３丁目２２－１２－１Ｆ 03-5941-7852

ヘアドレッセ　ヤマノ　池袋店 豊島区南池袋１丁目２８－２　池袋パルコ　２Ｆ 03-3971-8910

ＢＥＬＬＥＭＯＤＥ　Ｂｌａｎｃ 豊島区南池袋２丁目４１－２０ 03-3981-6717

美容室なかがわ 豊島区駒込１丁目１２－１３　のぼるビル１Ｆ 03-3945-9916

パリー　美容室 豊島区池袋本町４丁目１６－３ 03-3985-0169

エリカ　美容室 豊島区目白３丁目１４－１８ 03-3953-0966

やなぎ　美容室 豊島区巣鴨４丁目１３－１７ 03-3917-7679

ニューマヤ　美容室 豊島区南大塚３丁目５２－３ 03-3981-2639

キャノン　美容室 豊島区目白３丁目４－１１ 03-3950-6350

美容室　ミヤ 豊島区池袋３丁目５４－６ 03-3981-6676

さとう　美容室 豊島区西巣鴨４丁目４－４ 03-3917-5739

ビューティプラザ　スズキ 豊島区駒込１丁目３－２－２０２ 03-3945-9326

カッティングハウス　ボブ 豊島区巣鴨１丁目１９－１０　内田ビル 03-3947-9172

ロマン　美容室 豊島区巣鴨３丁目４－１０ 03-3940-4515

三松　美容室 豊島区巣鴨４丁目１３－１１ 03-3918-4733

Ｅｎｏｍｏｔｏ　ｈｅｒｓ 豊島区北大塚２丁目１６－１０　長坂マンション　１Ｆ 03-3949-5544

美容室　Ａｉ 豊島区東池袋１丁目３－７　東亜ビル　Ｂ１ 03-3985-6304

ピュア　美容室 豊島区東池袋５丁目１３－５ 03-3988-2992

くるみ　美容室 豊島区池袋本町４丁目１－１０ 03-3981-1359

たんぽぽ　美容室 豊島区上池袋３丁目９－３ 03-3916-3249

ヘアークラブ　キャリー 豊島区池袋２丁目４４－２ 03-3971-8220

トキワ　美容室 豊島区池袋２丁目８－５ 03-3982-2615

やぶき　美容室 豊島区西巣鴨２丁目３４－１０　さのやビル　２Ｆ 03-3915-8789

ヘアースポット　０℃ 豊島区南大塚１丁目１５－２ 03-3945-1373

とまり　美容室 豊島区駒込３丁目３０－１ 03-3940-4540

サロンド　タカコ 豊島区北大塚３丁目１０－３　モナーク池袋　１Ｆ 03-3918-3201



店舗名 住所 電話番号

カットスペース　ラ・メール 豊島区池袋２丁目６９－２　寺田デンタルビル　Ｂ１Ｆ 03-3980-6808

美容室　ＺＩＫ 豊島区池袋２丁目６９－６ 03-3987-2274

ビューティ　イノウエ 豊島区駒込３丁目１７－１ 03-3918-0679

美容室　ドモン 豊島区目白２丁目１６－１７　ルックハイツ目白　１０３ 03-3981-6981

エフ　美容室 豊島区高田１丁目９－４ 03-3989-0520

アール　美容室 豊島区池袋２丁目１４－１１　ローヤルハイツ西池袋　２０１ 03-3982-4936

オールマイティ 豊島区南大塚３丁目５－４　サニー大塚　１Ｆ 03-3985-5863

美容室　キャノン 豊島区西池袋１丁目６－１　ホテル　メトロポリタン 03-3986-2227

キャノン　美容室 豊島区西池袋１丁目１－２５　東武百貨店　４Ｆ 03-3985-1691

ザナドゥー 豊島区巣鴨２丁目１－１　守田ビル　２Ｆ 03-3940-4877

美容室　エガール 豊島区北大塚１丁目３４－８　ハイツ越路　１Ｆ 03-3940-4836

ビューティサロン　リーブ 豊島区南大塚２丁目３９－１１　ヒサビル　２Ｆ 03-3945-2787

美容室　ＶＡＮ・ＶＡＮ 豊島区東池袋５丁目４５－５ 03-3983-1685

美容室　トロンテアン 豊島区東池袋１丁目４２－１６ 03-3985-6165

スタジオ　イング 豊島区西池袋５丁目１０－１　村中ビル　Ｂ１ 03-5992-2419

フォルツァ　巣鴨店 豊島区巣鴨１丁目１７－６　中島ビル　４Ｆ 03-3947-7510

美容室　ボウシェブ 豊島区駒込１丁目５－８　ＯＧタウン　１Ｆ 03-5395-9577

ビューティサロン　河村 豊島区南大塚２丁目１８－１５ 03-3944-6344

Ｃｈａｒａ　Ｃｈａｌｏｎｅ　池袋 豊島区東池袋１丁目３－６　三治ビル　２Ｆ 03-3985-9487

サロンド　フィーユ 豊島区南大塚３丁目２－９　ＹＫビル 03-3971-7753

ビューティサロン　ディアナ 豊島区北大塚３丁目２１－１０ 03-5394-0585

ヘアーズ　小川 豊島区上池袋１丁目３４－８　銀友ビル　３Ｆ 03-3949-4548

ｈａｉｒ　Ｃｌｅａｒ 豊島区池袋３丁目３８－５ 03-3987-4777

美容室　ビバリーヒルズ 豊島区巣鴨３丁目１８－２７　トルネード　１０１ 03-3917-4444

ヘアーメイク　マーサ 豊島区巣鴨１丁目１５－２　アーバンハイツ巣鴨Ａ棟　１Ｆ 03-3947-5668

ＣＨＡＲＡ 豊島区南池袋２丁目２７－１７　黒田ビル２Ｆ 03-5950-0588

ビューティサロン　オアシス 豊島区南大塚２丁目２６－２３　ＤＪＫ南大塚ビル　１０２ 03-3943-0102

カットハウス　リーフ 豊島区池袋３丁目２８－１ 03-5951-6228

ヘアａｎｄエステ　ヒロイン 豊島区南池袋１丁目２８－１　西武デパート　６Ｆ 03-5949-2780

美容室　クローム 北区中里１丁目８－１ 03-3822-9606

ＡＲＭＳ　ＨＡＩＲ 豊島区南池袋１丁目２６－６　ＴＨＥ　ＳＨＯＮＥ　６Ｆ 03-3986-4477



店舗名 住所 電話番号

ヘアースタジオ　ＮＯＮＡＫＡ 豊島区巣鴨２丁目１６－５　小野ビル１Ｆ 03-3917-4707

Ｅｕｐｈｏｒｉａ＋ｅ 豊島区東池袋１丁目２９－９　サンリッチビル　２Ｆ 03-5953-1680

美容室　ＴＲＯＩＳ 豊島区南大塚２丁目４３－１２ 03-3945-6944

ヘアーウープス 豊島区西巣鴨３丁目２６－１－１０９ 03-3940-1633

３Ｆ美容室 豊島区南大塚３丁目３３－６　ホテルベルクラッシク東京 03-3981-3405

ランコントレ 豊島区駒込１丁目４１－１１　プルナス駒込　１Ｆ 03-5981-4830

シック　ヘアーデザイン 豊島区南大塚２丁目３１－１３－１Ｆ 03-6902-3820

マダム　コシエ　コシエ 豊島区南池袋２丁目１７－１１　後藤ビル　１０３ 03-3988-6272

（株）リビエラ 豊島区西池袋５丁目９－５　美粧サロン 03-3981-3239

ミック 豊島区駒込１丁目３４－２ 03-3941-3969

Ｑｕｅｓｔ 豊島区西池袋１丁目１６－８　山口ビル　４Ｆ 03-6907-7078

髪切り処　高野 豊島区西池袋５丁目１０－１－２Ｆ 03-3986-8020

Ｕ－ＪＯＹ 豊島区池袋３丁目６－８－１０１ 03-3988-3855

ヘアーサロン　Ｓｈｉｎ 豊島区南大塚３丁目４５－７－１Ｆ 03-3984-1615

美容室　コロール 文京区千石４丁目３１－４ 03-3947-8185

美ようしつ　奈津子 豊島区雑司が谷２丁目１３－３ 03-3988-5778

Ｌｏｇｅ 豊島区南池袋２丁目１４－１－１０２ 03-3986-1800

ｂｏｏｍ 豊島区南池袋２丁目９－３ 03-5911-0755

Ａｎｔｈｅｍ 豊島区池袋２丁目２－４　手塚ビル　３Ｆ 03-5391-4510

ＴＡＵ 豊島区西池袋３丁目６－２　ハイライフ五岳　１Ｆ 03-6228-0444

夢　ｈａｉｒ　ｂｉｍ 豊島区池袋２丁目４３－２　Ｆｉｎｏビル　６Ｆ 03-3989-1150

ＦＡＣＥ　池袋 豊島区東池袋１丁目３－６　山手ビル　８Ｆ 03-3980-6157

Agu hair connection 豊島区東池袋１丁目４２－１２　ステーションサイドビル　４Ｆ 03-6915-2925

Ｒｏｊｉ 豊島区池袋２丁目５－１０　ＯＺビルディング２Ｆ 03-6907-3030

ｓｐａｃｅ　∞ 豊島区西池袋４丁目１３－１ 03-3988-8011

Ｆｅｌｉｃｉｔａ 豊島区東池袋１丁目１３－１０　岡安園ビル　５Ｆ 03-6915-2125

花園　美容室 豊島区北大塚２丁目９－１２ 03-3917-6382

レッカ　レッカ 豊島区東池袋４丁目３－１５－１０７ 03-6914-1127

ＰＲＩＺＥ 豊島区西池袋１丁目１６－１　新東第１ビル２Ｆ 03-3984-3900

ｃｏｌｚａ　ｈａｉｒ 豊島区北大塚２丁目２－１０　ウップ大塚香川ビル　１０２ 03-5972-1237

美容室　ティーツー 豊島区雑司が谷２丁目４－３－１Ｆ 03-3987-3220



店舗名 住所 電話番号

ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｐⅰ－ｎｏ 豊島区池袋２丁目５３－１２　中條ビル６Ｆ 03-6907-0554

サロンドティオ 豊島区雑司が谷３丁目２２－７ 03-3986-0397

ビューティサロン　ベビーブレス 豊島区駒込２丁目１３－７　第２小川ビル２Ｆ 03-3917-4747

eclore 豊島区駒込６丁目３４－７　明文堂ビル１Ｆ 03-3910-7776

ｇｒａｎｄ 豊島区南池袋２丁目２９－１０　金井ビル３Ｆ 03-6907-3955

＠ｌｉｋｅ～ 豊島区目白２丁目２４－８　ザハウス江口１０１ 03-5927-1547

ｋａｌｏｎ 豊島区南池袋１丁目１８－２３－３０２ 03-6802-7616

ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｃｈａｔｒａ 豊島区東池袋１丁目２２－５　サンケイビルＢ－７ 03-6907-1627

ＵＮＩＴＹ 豊島区東池袋１丁目４５－３　ＴＫ８８ビル１Ｆ 03-6914-3986

ＳｏＬ　ｈａｉｒ 豊島区北大塚１丁目２０－２ 03-5944-5955

ｃｏｔｔｏｎ 豊島区南池袋２丁目１１－４　紅谷ビル２Ｆ 03-6912-5329

Ｖｉｒｔｏｕｓａ 豊島区池袋４丁目１－１－１Ｆ 03-5927-8915

Ｂｉｌａｎｃｅ 豊島区東池袋１丁目４４－２　パラッシオ池袋１０２ 03-5949-3541

Ｃｉｅｌ 豊島区南池袋２丁目１３－５　石川ビル１Ｆ 03-3988-9899

コミュニティサロン　と和 豊島区巣鴨４丁目２６－３ 03-6759-8621

ｒｅｓｔｏｒｅ 豊島区巣鴨１丁目２５－９　ＥＤＩＴ巣鴨１Ｆ 03-3942-7822

ｃｈｅｒｉｅ 豊島区西池袋３丁目２７－６　広瀬ビル２－５Ｆ 03-3984-6233

マハロデザインヘアー 豊島区東池袋４丁目８－２　ＫＫビル１Ｆ 03-5856-6198

Ｎｏｒｉ－ｊｕｅ 豊島区駒込１丁目３４－５　エスパス駒込駅前３０３ 03-6304-1715

ＢＡＮＫ’Ｓ　ＨＡＩＲ 豊島区池袋１丁目８－５　シーステージ池袋２Ｆ 03-6907-2890

ｐｕａ　ｂｅｌｌｅ 豊島区目白３丁目１－２８　立幸目白ビル２０６ 03-6908-0830

ｓｃｅｎｅ． 豊島区西池袋３丁目２７－１６　ヒロセビル２Ｆ 03-5396-7460

名剪造型 豊島区西池袋１丁目２９－１４オリエント池袋ビル９０１

ビューティメイク　ヘアスタジオ 豊島区南池袋２丁目２７－３　第一青木ビル６Ｆ 03-5985-4987

ＪＡＭ　ＴＨＥ　ＨＵＴＴ 豊島区南大塚２丁目３２－２　ＩＮＳビル１Ｆ 03-3945-1461

Ｒｕｍｉｎａｔｅ 豊島区北大塚２丁目７－１１　プロスペリティ北大塚７Ｆ 03-6876-4886

ドライブ　＆　ヴィジョン 豊島区東池袋１丁目３１－７－３Ｆ 03-6709-9164

ｗｅｌｌｅ． 渋谷区幡ヶ谷２丁目８－９　渋谷ＵＰＪビル４Ｆ 03-6276-3620

セイジ　モード　ビューロ 豊島区西池袋２丁目３１－２２ 03-3981-1039

ズッソ　キッズ　ヘアー 豊島区西池袋１丁目１－２５　東武デパート　７Ｆ 03-3971-5629

美容室コレクション 豊島区要町１丁目３９－１ 03-3957-5444



店舗名 住所 電話番号

リラ　美容室 豊島区南長崎５丁目３０－４ 03-3953-7596

ローズ　美容室 豊島区長崎４丁目１０－５ 03-3974-9392

ビューティ　リカ 豊島区南長崎２丁目１３－１１ 03-3950-9730

髪１０７　美容室 豊島区長崎４丁目１４－１６ 03-3973-0787

マツムラ　美容室 豊島区南長崎５丁目９－１０ 03-3951-4744

なかむら　美容室 豊島区南長崎６丁目２２－７ 03-3950-3021

サロンド　五代 豊島区長崎４丁目２５－３ 03-3959-8637

Paris　美容室 豊島区長崎１丁目１５－６ 03-3957-0311

りえ　美容室 豊島区長崎２丁目１３－１２　富士マンション　１０２ 03-3973-8046

リラ　ビューティサロン 豊島区要町１丁目１８－１２ 03-3974-1881

サロンド　ハルミ 豊島区要町３丁目１２－１３ 03-3974-9375

ビューティサロン　千枝 豊島区千川２丁目３５－１ 03-3973-9823

アトリエ　クーリュ 豊島区要町２丁目３０－６　ユタカビル 03-3530-7339

ローズ　美容室 豊島区千川２丁目３９－１３ 03-3972-5264

ヘアドクター　サン美容室 豊島区千早４丁目４４－８ 03-3958-6926

美容室　オーパ　ヘアスタイル 豊島区長崎４丁目７－１１　マスターズ東長崎　２０１ 03-5966-8180

グランルーブル 豊島区要町１丁目８－２　土井ビル 03-5995-6335

ヘアーハーツ　美容室 豊島区南長崎５丁目２８－６　木下ビル　２Ｆ 03-3950-3867

パーマハウス　髪切屋 豊島区長崎１丁目２６－１７ 03-3955-9485

髪切屋　クイーンコーラル 豊島区南長崎３丁目２－１４　綾部マンション　１Ｆ 03-5996-4887

ヘアメイク　キュウ 豊島区長崎４丁目３０－２ 03-5964-7277

エス・スタイル美容室 豊島区南長崎５丁目２３－４ 03-5982-8898

エクセレントＨ 豊島区南長崎６丁目２５－１４　センチュリー三和１０３ 03-3953-4946

ＣＡＶＡＴＩＮＡ 豊島区長崎２丁目１２－１４　田中園ビル１Ｆ 03-6318-2687

Atelier JD PARIS　落合南長崎店 豊島区南長崎４丁目５－２０ 03-3950-1136

アイビーリーフ　ヘア＆スパ 豊島区要町３丁目９－１－１０２ 03-6909-3073

Ａｎｆａｎｇ 豊島区南池袋２丁目１６－２　大西ビル２Ｆ 03-5992-1808

Ｃｌａｉｒ 豊島区要町３丁目２４－７－１０１ 03-5926-9902

ＴＩＡＲＡ 板橋区板橋１丁目１６－１１ 03-3964-3462

美容室　カズコ 板橋区板橋４丁目８－５ 03-3962-0612

バンビ　美容室 板橋区板橋３丁目５１－４ 03-3961-2108



店舗名 住所 電話番号

柳花　美容室 板橋区本町１８－９ 03-3964-2471

ヒロモ　美容室 板橋区大谷口１丁目５１－１１ 03-3956-4612

サロンド　キヨ 板橋区大山西町４０－１０ 03-3973-8792

ビューティサロン　おおつき 板橋区東山町３３－８ 03-3959-2075

記代　美容室 板橋区小茂根１丁目２６－１０ 03-3955-7772

マキ　美容室 板橋区大谷口北町６７－６ 03-3956-1388

吉川　美容室 板橋区大谷口２丁目６０－２ 03-3956-0205

河野　美容室 板橋区大山町２３－９ 03-3956-2365

美容室　コロール 板橋区大山町３９－４ 03-3974-8386

ピナン　美容室 板橋区中丸町４６－１２ 03-3973-1482

ビューティサロン　めぐみ 板橋区南常盤台１丁目３０－２０ 03-3958-4656

ビューティサロン　マリモ 板橋区東新町２丁目１８－１４ 03-3955-5982

のぶこ　美容室 板橋区桜川２丁目２７－７ 03-3931-6862

ＡＮＧＥＬＩＣ 板橋区本町３６－９　アーバンライフ　１Ｆ 03-3964-4660

チェリー　美容室 板橋区南町３０－４ 03-3955-2543

モードアトリエ　西村 板橋区南常盤台１丁目３９－３　栄太郎ビル　２Ｆ 03-3972-8093

美容室　フラワー 板橋区常盤台１丁目２－２　泉屋マルコビル　３Ｆ 03-3967-8688

ヘアーブティック　アームイン 板橋区南常盤台１丁目２３－１３　アームビル　２Ｆ 03-3974-3235

美容室　リップス 板橋区上板橋２丁目２９－３ 03-3559-2710

エンジェル　美容室 板橋区大谷口北町７９－２ 03-3958-4055

Ｃａｌｌａ　ｌｉｌｙ 板橋区常盤台４丁目２０－５　岡崎ビル１Ｆ 03-3550-3223

美容室　ファニー 板橋区東新町２丁目２０－１４ 03-3554-6188

ひとみ　美容室 板橋区上板橋３丁目５－８ 03-3932-7215

マキ　美容室 板橋区上板橋３丁目３－９ 03-3935-1427

ヘアー＆メイク　トゥルース 板橋区大谷口北町４３－５　プチコーポ　１Ｆ 03-3956-7190

美容室　ａｘｉｓ 板橋区向原３丁目１０－１５ 03-5995-1006

美容室　アンナ 板橋区大谷口１丁目５３－１２　ヴィラ　サカイ　Ⅵ　１０１号 03-3958-6582

アイダ　美容室 板橋区南常盤台２丁目６－２ 03-5965-2531

マツイ　美容室 板橋区大和町４－２ 03-3963-4022

ヘア＆メイク　ＢＯＯＭ 板橋区大山町６－３　前澤ビル　１Ｆ 03-3974-9356

美容室　ナイス 板橋区中板橋１５－８　関谷ビル　２Ｆ 03-3964-6176



店舗名 住所 電話番号

マインドモード　ノア 北区滝野川３丁目６６－１０－１１０ 03-3915-9103

ヘア　メイク　イドゥー 板橋区大山町３１－９　奥田ビル１Ｆ 03-5995-5456

サロンド　ＶｉＶｉ 板橋区大谷口北町３８－５ 03-3530-9500

美容室　髪ｉｎｇ 板橋区上板橋２丁目８－８ 03-3937-1309

ＨＡＩＲ　ｇｏ　ｇｏ　ｇｏ 板橋区大山東町５２－２　勝又ビル　２Ｆ 03-5375-0716

ヘアー　フェリーチェ 板橋区南常盤台２丁目４－２１ 03-3957-4805

ビューティサロン　ジュン 板橋区大山西町７０－１４ 03-3974-0611

ＡＬＬ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ　ＦＲＡＵ 板橋区常盤台４丁目２２－１７　木下マンション　１Ｆ 03-5945-9818

アレックス　ガーデン 板橋区上板橋３丁目１９－１４ 03-3936-9061

美容室　ＥＩＫＯ 板橋区上板橋３丁目１３－１ 03-3559-1648

貴女の美容室　あい 板橋区南常盤台２丁目３－１１　しげのビル　１Ｆ 03-3958-5437

（有）ディープ　ヘアードレッシング 板橋区向原３丁目１０－７－１０３ 03-3554-8115

ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｌｉｐ 板橋区弥生町２９－１４ 03-3554-0039

美容室　いつもの処 板橋区板橋４丁目５８－９　第二寿ハイツ　１Ｆ 03-3963-8255

美容室　シンシアリー 板橋区大山東町５２－１２－２Ｆ 03-3961-3638

サロンドパール 板橋区常盤台４丁目２５－１　サンライフカミハタ１０９ 03-6912-3063

ｔｅｔｏｔｅ 板橋区大山町１５－１１　ＭＨＫビル１階 03-5966-4741

ＢＡＲＵ 板橋区板橋１丁目２７－１４ 03-6905-7811

ベル美容室 板橋区板橋１丁目２９－１１　第２安藤ハイツ 03-5375-6020

美容室　ＪＪ 板橋区常盤台２丁目１－６ 03-3965-8767

美容室　アフロス 板橋区常盤台２丁目１５－１０ 03-3558-3245

Ｇｅｒｂｅｒａ 板橋区常盤台４丁目２９－７　第三丸山ビル１Ｆ 090-3912-0936

カラーサロン　オアシス 板橋区仲宿４６－１１ 03-6905-7868

チャームサロン　イシカワ 板橋区若木２丁目４－３ 03-3934-9724

ビューティサロン　銀巴里 板橋区徳丸２丁目４－７ 03-3933-2556

カネダ　美容室 板橋区赤塚１丁目３－１２ 03-3939-4252

サンライト　美容室 板橋区赤塚１丁目３４－６ 03-3975-8788

ビューティサロン　らん 板橋区赤塚３丁目１５－７ 03-3930-2984

サロン　Ｋ 板橋区赤塚４丁目１３－３ 03-3939-6282

リリー　美粧室 板橋区赤塚新町３丁目１７－１９ 03-3977-9720

カッティングハウス　ショーの店 板橋区赤塚７丁目１２－４ 03-3930-5848



店舗名 住所 電話番号

タニグチ新一郎　美容室 板橋区赤塚３丁目１８－２－１０１ 03-3939-6266

美容室　千代の店 板橋区徳丸５丁目３７－１１ 03-3937-8420

クボタ　美容室 板橋区赤塚７丁目２２－１０ 03-3939-5045

サンシティ　美容室 板橋区中台３丁目２７－７ 03-3936-8891

サロンド　メイク 練馬区田柄２丁目５１－１５　グレイスコート赤塚 03-5997-1088

ボヌール　美容室 板橋区若木１丁目２１－５ 03-3934-3458

美容室　愛 板橋区成増４丁目１３－２７ 03-5997-8579

ｈａｉｒ　＆　ｍａｋｅ　えにし 板橋区赤塚新町３丁目３２－１４－１０３ 03-3939-4887

サロンド　ロージュ 板橋区赤塚１丁目９－１４　鳥井ビル　１０１ 03-5997-5793

美容室　ヒップ　ポトス 板橋区赤塚２丁目１－１４ 03-3938-6083

フェアリ　美容室 板橋区三園１丁目２５－１８ 03-5383-0518

ｈａｉｒ　Ｎ５ 板橋区成増３丁目２３－１　大室ビル　５Ｆ 03-5997-5155

ピュア・ルーム 板橋区西台２丁目１６－１８ 03-5398-3200

Ｓｐｕｒ　Ｈａｉｒ 板橋区徳丸２丁目４－１２　パールシティ　１Ｆ 03-5398-8839

さつき　美容室 板橋区赤塚２丁目１７－１０ 03-3930-3281

美容サロン　こびなた 板橋区赤塚３丁目９－７ 03-3930-2900

ビューティサロン　ひまわり 板橋区成増３丁目４７－７ 03-3930-1881

ルイズ　美容室 板橋区赤塚５丁目１８－１４ 03-3939-3884

静　美容室 板橋区中台１丁目４２－７ 03-3934-0504

ヘアークレアシオン　髪工房 板橋区赤塚新町１丁目１６－３　豊明ビル　２Ｆ 03-3559-8466

サロンド　ボーイ 板橋区成増４丁目２５－１３ 03-3979-2157

美容室　愛 板橋区徳丸４丁目２２－７ 03-3932-8122

ＭＤ・Ｒ 板橋区成増２丁目１２－１６　ヒルトップハウス　１Ｆ 03-3977-5688

ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＤＥＣＣＡ 板橋区三園１丁目２２－８ 03-5383-1281

美容室　Ｂ．Ｃ　Ｂ．Ｇ　成増店 板橋区成増３丁目１９－２１　亀田ビル　１Ｆ 03-5904-0788

美容室　ラ・フェニス 板橋区赤塚３丁目８－１９ 03-3977-8568

ＳＡＬＯＮ　ｏｈａｎａ 板橋区成増２丁目２６－１０－１Ｆ 03-5968-6087

ｕ－Ｃａｒａｔ 板橋区徳丸３丁目１１－７－１Ｆ 03-6906-6800

サロンド　クープ 板橋区志村１丁目１３－１５ 03-3960-9039

ラファムラフィネ 板橋区成増３丁目２２－３４ 03-3938-5630

カットステーション 板橋区成増３丁目２３－１　大室ビル１Ｆ 03-6904-1217



店舗名 住所 電話番号

ｙｏｕｒｅｓ 板橋区清水町３４－１０ 03-3964-1188

日の出　美容室 板橋区泉町５－１４ 03-3966-2829

山本　美容室 板橋区泉町２４－１ 03-3966-1604

おしゃれ　美容室 板橋区志村１丁目１６－１０ 03-3967-3549

カツ・ナカムラ　美容室 板橋区小豆沢２丁目１２－１１ 03-3967-9670

シャルム　美容室 板橋区志村３丁目７－２１ 03-3965-0045

ミサ　美容室 板橋区蓮根２丁目３１－２７ 03-3965-5510

ながた　美容室 板橋区大原町１７－２ 03-3969-7063

コシイシ　美容室 板橋区前野町５丁目４１－１ 03-3966-3955

アンヌ　美容室 板橋区高島平２丁目２８－１－１０４ 03-3934-3711

貴女の美容室　あい 板橋区本町１３－７ 03-3962-2211

ヘアーファクトリー　ＫＵＭＡ 板橋区小豆沢２丁目２６－１８　ＭＳ岩上 03-3554-0408

愛　美容室 板橋区高島平３丁目１０－１－１２４ 03-3975-2118

Ｋ’ｓ　ケインズ 板橋区蓮沼町２１－４ 03-3960-9315

チュラ　美容室 板橋区高島平１丁目３９－８ 03-3550-5837

サロンド　スカッシュ 板橋区蓮根２丁目１７－１０ 03-3965-8777

プチサロン　ヒロ 板橋区高島平７丁目４０－１０－１０４ 03-3938-1471

Ｐａｓｓｉｏｎ 板橋区高島平２丁目２６－３－１０１ 03-5399-0840

美容室　Ｋ 板橋区高島平７丁目１１－１８　第一守屋ビル　１Ｆ 03-6783-3733

あい美容室 杉並区荻窪５丁目１６－２２ 03-3391-1002

カットサロン　Ｋ 板橋区大原町６－７ 03-3965-6731

美容室　パッション 板橋区高島平７丁目１４－１　大谷ビル　２Ｆ 03-3939-6737

サロンド・ピエロ 板橋区坂下３丁目１２－８　サンハイツカネヨ　１Ｆ 03-3558-1659

ビューティサロン　直緒 板橋区高島平１丁目６９－４ 03-3937-8638

カットインタイム　イベ美容室 板橋区高島平９丁目１－９　メトロード西台４番館５ 03-6906-6140

スタジオ　Ｋ．Ｓ 板橋区蓮根３丁目１－３　ＭＳ蓮根ビル　１Ｆ 03-5914-3693

美容室　Ｍ＆ＰＳ 板橋区志村１丁目３３－１３ 03-5914-0741

ｆｌｏｗ　美容室 板橋区志村１丁目１６－９－１Ｆ 03-3968-2600

ＳＵＮ　美容室 板橋区宮本町１１－５ 03-5875-8225

美容室　クロワール 板橋区宮本町８－７ 03-3967-2535

レモン　美容室 板橋区本町３７－１－１０３ 03-3964-0724



店舗名 住所 電話番号

美容室　フィッシャーマン 板橋区蓮沼町１５－１０　早瀬ビル　１Ｆ 03-5392-3141

すぎ　美容室 板橋区高島平２丁目３３－７－１０６ 03-3550-3131

美容室　Ｌｉｅｎ 板橋区蓮根２丁目１－３　メゾンエヌ　１０１ 03-6454-5878

Ｒｉｎｏ’ａ’ａｌａ 板橋区仲宿４７－９ 03-3964-8907

Ｒｈｙｍｅ 板橋区坂下２丁目１５－１２　早部ビル１Ｆ 03-3965-8499

Ｌｉｅｎ　大山店 板橋区大山東町３８－６－１Ｆ 03-6915-5149

シーズン　中板橋店 板橋区中板橋１５－１３－１Ｆ 03-3963-7018

ＶＩＮＴＡＧＥ 板橋区高島平８丁目９－７－１０２ 03-6906-6366

綾子美容室 板橋区坂下２丁目３１－１５－９０２ 03-5392-6745

ヘアーサロン　ラフリジー 渋谷区代々木１丁目５４－１　ＹＳ．１ビル４Ｆ 03-6300-4540

ＫＥＬＬＹ 板橋区高島平１丁目７６－１４－１００３ 03-5922-5875

美容室Ｌｉｅｎ 板橋区志村１丁目３４－１４ 03-5918-9535

ＴＭ美容室 板橋区蓮根３丁目２－１２ 03-3967-8737

美容室リアン 板橋区蓮根２丁目３１－２７ 03-6279-8449

ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＣＨＵＬＯ 板橋区大和町１７－８プリマヴェーラ２Ｆ 03-6912-4445

フェアリーハスネ 板橋区蓮根３丁目１１－１ 03-3966-4793

美容室Ｃａｃａｏ 板橋区高島平１丁目８０－１４－２Ｆ 03-3550-6841

良　美容室 板橋区前野町２丁目１４－１ 03-3969-0359

フサ　美容室 練馬区北町１丁目４４－９ 03-3931-6912

コワフュール　しをん 練馬区貫井１丁目７－３ 03-3999-3877

てるみ　美容室 練馬区貫井５丁目３－１１ 03-3990-5589

ジェミニ　美容室 練馬区春日町１丁目２－２３ 03-3926-4523

１３０４ＯＴＡ 練馬区豊玉上２丁目１－１１－１３０４ 03-3994-2933

ヘアースタジオ　チョキチョキ 練馬区練馬４丁目１５－１５　シノダビル　２Ｆ 03-3994-0762

リカ　美容室 練馬区練馬１丁目６－９ 03-3993-2070

エリザ　美容室 練馬区旭町３丁目２５－１５ 03-3939-0251

Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　くまはた 練馬区平和台４丁目１８－３　メゾン小川　１０３ 03-3933-7508

エミー　美容室 練馬区豊玉北５丁目１６－２ 03-3991-2319

Ｓａｌｏｎｅ　Ｂｅｌｌａ　Ｂａｎｂｉ 練馬区豊玉上２丁目３－１５ 03-3992-8378

勝田　美容室 練馬区豊玉中３丁目２６－１２ 03-3992-0468

ビューティサロンイブ 練馬区貫井２丁目５－１２　清和マンション　１０５ 03-3998-3325



店舗名 住所 電話番号

小川　美容室 練馬区氷川台３丁目２９－１７ 03-3934-2173

メリー　美容室 練馬区春日町６丁目１１－２ 03-3990-6970

マドモアゼル　アミー　美容室 練馬区北町２丁目１７－１１　内田ビル　１Ｆ 03-3931-6572

エル　美容室 練馬区豊玉上２丁目８－１ 03-3994-5955

ビューティサロン　ミト 練馬区豊玉北４丁目２６－１１ 03-3994-3529

アトリエ　Ｐｌｕｓ　α 練馬区早宮２丁目１７－４３－２Ｆ 03-3559-2001

美容室　娑羅 練馬区氷川台３丁目２９－１１ 03-3932-1265

美容室　ねむの木 練馬区練馬１丁目６－３　篠田ビル　２０３ 03-3948-3705

ブランシュ　美容室 練馬区豊玉北６丁目１４－３　井上重ビル　２Ｆ 03-3993-8422

美容室　ステップｂｙステップ 練馬区豊玉北５丁目１７－２１－３Ｆ 03-3557-7709

美容室　はとぽっぽ 練馬区春日町６丁目３－１　ジュネス　１ 03-5241-3435

サロンド　エフ 練馬区桜台１丁目４－２ 03-6662-8475

Ｋ’Ｓ　ＦＡＣＴＯＲＹ 練馬区練馬１丁目３６－２　サンライズ中條　１Ｆ 03-3557-8317

美容室　もりや 練馬区桜台５丁目２０－１ 03-3991-8066

ヘアーメイク　ポッシュルーム 練馬区小竹町１丁目７４－３ 03-3974-9677

ミュー　ヘアサロン 練馬区春日町５丁目５－９ 03-3999-8409

美容室　アルル 練馬区北町６丁目３１－８ 03-5920-8614

美容室　ａｎｉｌ 練馬区田柄５丁目２７－１３　大桝ビル　２Ｆ 03-3825-0355

美容室　Ｋ－ＰＬＡＮ 練馬区田柄１丁目２０－２０　ルネサンスハイム平和台 03-3970-3703

美容室　木の実 練馬区春日町４丁目１４－５ 03-3970-8988

ＤＩＤ３２０ 中野区江原町２丁目２９－１３ 03-3950-3737

美容室　ラ・クープ　ジャポン 練馬区春日町６丁目１２－２０－１０２ 03-3926-7270

美容室　ホープ 練馬区中村南１丁目２２－１９ 03-3926-4950

美容室　カペリーニ 練馬区桜台４丁目１４－１４　メゾンフルール　１Ｆ 03-5984-0797

ヘアクリーン倶楽部 練馬区早宮３丁目１２－５ 03-3992-3317

［ｅｓ］ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ 練馬区早宮２丁目１６－６ 03-3931-7778

Ｇｒｅｅｎ．ｆｌａｋｅ＇ｓ 練馬区豊玉北１丁目９－１－１１０ 03-3557-2620

ビューティサロン　プロショップ　鍵 武蔵村山市大南３丁目９９－１８ 0425-64-4408

ぬばたま　桜台店 練馬区桜台１丁目５－１ 03-3993-5352

ＮＵＢＡＴＡＭＡ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ 練馬区東大泉１丁目２９－１　ゆめりあ 03-3925-7194

ヘアークリエイティブ　ａｎｔｉｑ 練馬区桜台１丁目５－３　プリムローズ桜台駅前１Ｆ 03-3557-9811



店舗名 住所 電話番号

ＣＲＥＡＭ 練馬区練馬１丁目１９－８　Ｓｈｉｍａビル　２Ｆ 03-5999-8088

ヘアー　フィールド 練馬区平和台４丁目１－１－１Ｆ 03-3933-7843

エレガンスサロン　舞 練馬区高松２丁目７－１７ 03-3998-2300

ぬばたま　練馬店 練馬区練馬１丁目１３－１　ガーデン練馬１Ｆ 03-3991-1166

シャララ　美容室 練馬区豊玉上２丁目１４－１０ 03-3994-6542

Ｍｉｍｉｅ　Ｄｅｕｘ 練馬区旭町１丁目１４－１１－１Ｆ 03-3979-8330

ビューティスポット　エムズ 練馬区平和台３丁目６－１６ 03-3934-9400

Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｐｌｅａｓｕｒｅ 練馬区氷川台２丁目１－２２－１Ｆ 03-6906-8839

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｒａｓｓｉ 練馬区氷川台３丁目２３－１ 03-6906-6158

オアシス 板橋区赤塚新町１丁目２５－６　クリアシーズン１Ｆ 03-6909-9332

ｍｉｌｌｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 練馬区貫井１丁目５－６－１Ｃ 03-5848-9449

ヘアースタジオ　チュース 練馬区羽沢１丁目１－１１ 03-5936-5547

Ｄａｙ　Ｌｏｕｎｇｅ 練馬区中村北４丁目８－２７－１Ｆ 03-5933-9038

モアナ美容室 練馬区栄町４４－５ 03-3991-7227

ｈａｉｒ　ｓａｌｔ 練馬区錦２丁目１１－７－１Ｆ 03-3931-3282

ＤＥＬＩＧＨＴ 練馬区中村南３丁目１２－１　ＧＡＬＡＸＹ１０３ 03-6754-5613

ＪＯＹ＆ＧＯ 練馬区富士見台２丁目３３－４　グランドステータス・ラピュタ１０２ 03-6767-1515

ｊｅ　ｎｅ　ｓａｉｓ　ｑｕｏｉ 練馬区桜台４丁目２－８　飯田ビル１Ｆ 03-6914-7222

ｈｅａｒｔ　ｆｒｅｅ 練馬区桜台１丁目８－４ 03-3994-6740

レスト 練馬区早宮３丁目４４－８ 03-5999-2254

ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＲＯＭＩ 練馬区豊玉北５丁目１５－１４岡田ビル７Ｆ 03-6914-8742

美容室　サブマリン 練馬区旭町１丁目１４－８ 03-0000-0000

ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＣＯＣＯ 練馬区豊玉北２丁目５－８　アパートメント高野１－１０６ 03-3994-4641

美容室　薔薇の部屋 練馬区田柄５丁目９－１２ 03-3970-6770

美容室　もりや 練馬区氷川台４丁目８－１６ 03-3933-4942

ｈａｉｒ　Ｓｐａｇｉｏｎｅ 練馬区春日町３丁目３４－７　ビルドステーション練馬春日町駅前ビル１階 03-5848-2231

Ｓｉｈｕｉ 練馬区練馬１丁目２０－２　ＡＳＫビル３Ｆ 03-6914-8747

ビガミラボラトリ　ｓｐｉｃａ 練馬区練馬１丁目３６－２　Ｓ１０１ 03-6914-7886

ビューティーサロン　ケイ 練馬区氷川台４丁目５８－６ 03-3991-8112

ＶＡＬＯＲ　ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｅｌｌｅｚａ 練馬区貫井３丁目１０－４　ＢＳＬビル１Ｆ 080-8049-9412

リズヘアー 練馬区関町東１丁目３－２５ 03-3928-0025



店舗名 住所 電話番号

ビューティ　鈴木 練馬区関町北２丁目３３－９ 03-3929-2982

Ｃａｌｍ/ｅａｓｅ 練馬区谷原５丁目２３－７ 03-5936-9219

マロン　美容室 練馬区下石神井４丁目１８－８ 03-3997-6620

テーコ　美容室 練馬区東大泉３丁目４－１２ 03-3923-5221

美容室　デビュー 練馬区東大泉１丁目２７－２４　加藤ビル　１Ｆ 03-3923-8988

サロンドボーテ　リッツ 練馬区立野町１０－３２ 03-3920-5784

ビューティ　クリニックサロン　（有）シモン 練馬区練馬１丁目６－１８　コンフォートⅢ４Ｆ 03-3994-6095

サロンド　ＭＯＮ 練馬区関町東２丁目１３－８　マルイコーポ　１０１ 03-3928-7186

カオル　美容室 練馬区富士見台４丁目１０－８ 03-5241-8822

デラモード・ピアⅡ 練馬区上石神井４丁目７－２７　ホワイトプラザ　１Ｆ 03-3594-1839

サロンド　ミユキ 練馬区貫井３丁目１５－１２ 03-3970-4084

ミモレ　美容室 練馬区上石神井３丁目６－３２ 03-3997-7932

ジュン　美容室 練馬区三原台３丁目２３－７ 03-3925-3992

せっとあっぷ　美容室 練馬区富士見台２丁目２９－１５ 03-3998-8294

美容室　Ｋ＆Ｍ 練馬区大泉町３丁目４－１８ 03-3924-5290

美容室　サクセス 練馬区豊玉北６丁目１１－６　シャトーリラ　５ 03-5999-3061

美容室　ピープル 練馬区関町北３丁目３－３ 03-3920-5598

サロンド　Ｋ 練馬区上石神井１丁目２３－１ 03-3928-8763

ビューティサロン　泉 練馬区大泉学園町５丁目６－１７ 03-3924-6391

美容室　Ｋ’ｓ 練馬区関町南３丁目６－１１　スミレハイツ　１０１号 03-3920-3303

サロンド　ヒール 練馬区上石神井４丁目９－１５ 03-3920-9195

サロンド　アムール 練馬区上石神井４丁目１０－２５ 03-3929-4341

亜紀　ビューティサロン 練馬区土支田４丁目１２－６ 03-3925-5840

ヘアーショップ　プレンティ 練馬区南田中５丁目２４－１３ 03-3996-8149

ＷＡＳＨ＆ＨＡＩＲ 練馬区石神井町２丁目８－２７　山崎ビル　２Ｆ 03-3904-2974

チェンジス 練馬区東大泉２丁目１０－１１　リヴインオズ大泉　５Ｆ 03-3978-9610

ルネ　美容室 練馬区大泉町１丁目１０－５ 03-3978-8552

Ｍｙｕ：ｋｕ 練馬区石神井町４丁目６－２ 03-5372-2988

ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＦＵＲＡＣＯＣＯ 練馬区石神井町３丁目２０－１３　中内ビル　２Ｆ 03-3995-2351

ｍｕｓｅ 練馬区東大泉６丁目１９－２０　森山ビル　１Ｆ 03-3867-4676

ノア　美容室 練馬区東大泉７丁目１－７ 03-3924-2080



店舗名 住所 電話番号

ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ｉｎｃｅｎｓｅ 練馬区上石神井１丁目３４－１８　ファーストパレス　１Ｆ 03-5991-5071

サロンド　クープ寺西 練馬区土支田３丁目６－６ 03-3923-8717

美容室　キャッツ 練馬区大泉学園町２丁目２７－３６ 03-3924-8576

美容室ＶＩＮＴＡＧＥ 練馬区東大泉３丁目１８－１　滝本ビル１Ｆ 03-3978-8411

Ｂｌｏｓｓｏｍ 練馬区南大泉４丁目５４－５　南大泉シティタワー１Ｆ 03-5933-2834

ＡＯＳＯＬＡ美容室 練馬区西大泉３丁目１３－２６ 03-3923-9014

ｓｙｒｏｐ 練馬区上石神井４丁目４－１　第２ロイヤルハイム 03-3594-5080

ＥＧＡＭＩ　ｈａｉｒ 練馬区東大泉３丁目５０－１０－１Ｆ 03-5934-2727

スナゲリーヘアー 練馬区関町北２丁目３４－３ 03-4283-7553

Ｐｏｎｔ　Ｂａｓｅ 練馬区石神井町３丁目２７－１７－１Ｆ 03-5923-9777

ＧＲＯＷ 練馬区東大泉５丁目４１－２６ 03-5935-4150

Ａｒｏｍｅ 練馬区石神井町７丁目３５－３ 03-6755-2582

美容室ＫＡＺＵの店 練馬区南大泉４丁目５２－２１ 03-3921-7629

カットルームカラー上石神井店 練馬区上石神井４丁目１０－３９ 03-5903-8575

チリー　美容室 墨田区押上２丁目１９－１６ 03-3623-5877

ベル　美容室 墨田区江東橋５丁目３－１１ 03-3633-3812

ヘアーサロン　ミズ 墨田区両国３丁目５－２ 03-3633-3810

ビューティサロン　アキ 墨田区江東橋５丁目４－８ 03-3632-4427

ラーク　美容室 墨田区両国３丁目２５－９　チサンマンション　１０１ 03-3632-4828

ビューティサロン　ケイコ 墨田区押上１丁目４３－１２ 03-3625-9413

ミエ　美容室 墨田区向島５丁目２８－１１ 03-3625-9414

ルナ　美容室 墨田区石原３丁目２０－７ 03-3622-3825

Ｋ　美容室 墨田区向島５丁目４３－２２ 03-3625-0446

イグレ　美容室 墨田区石原１丁目２３－４ 03-3622-1580

ジパング 墨田区業平３丁目６－５ 03-3621-0444

Ｌｏｖｅ’ｓ　Ｈａｉｒ 墨田区菊川３丁目１７―２ 03-3632-8838

庵羅樹　美容室 墨田区太平１丁目２－１０ 03-3623-4193

なーみ　美容室 墨田区石原１丁目７－８ 03-3622-5964

らん　美容室 墨田区向島５丁目３６－１１ 03-3622-3393

クリーク　美容室 墨田区吾妻橋３丁目１－１７ 03-3624-2859

カットスタジオ　２０２ 墨田区太平３丁目３－４ 03-3626-2550



店舗名 住所 電話番号

Ｌｅ　Ｃｌｉｃ　ＡＶＥＤＡ　錦糸公園前 墨田区錦糸３丁目４－６　キノエネビル２Ｆ 03-6909-3565

アルファ　クリック 墨田区業平１丁目１０－８ 03-5608-8627

ビューティ　モア 墨田区本所２丁目８－８ 03-3621-0871

ヘアー　リヴェール 墨田区両国４丁目１８－４ 03-3632-3897

ヘアーサロン　じょい 墨田区向島３丁目６－５ 03-5608-8298

ビューティサロン　フェアリーズベル 墨田区業平１丁目１４－７－１０１ 03-3624-1370

サロンド　オオモリ　石原店 墨田区石原３丁目１９－１０ 03-3618-1871

インターモード　花形 墨田区錦糸１丁目４－１４　長島ビル　２Ｆ 03-3621-0401

ヘアー＆エステ　ｂｌｅ 墨田区江東橋２丁目１４－１　サガノビル５Ｆ 03-3846-3213

Ｌａ　Ｌａ　ＺＩＰＡＮＧＵ 墨田区押上２丁目２９－９ 03-6661-8030

美容室　あらい 墨田区石原４丁目１８－２－１Ｆ 03-3829-1233

ｕｎ　ｂｏｕｎｄ 墨田区千歳３丁目１１－２ 03-3634-0808

Ｌｅ　Ｃｌｉｃ　ＡＶＥＤＡ　錦糸町パルコ店 墨田区江東橋４丁目２７－１４　錦糸町パルコ７Ｆ 03-5669-0026

ヘアーサロン　トラヴィス 墨田区太平４丁目６－１６ 03-6456-1733

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＣＯＲｔｅ 墨田区押上１丁目５２－７ 03-3618-5008

ルクリック　エスパス 墨田区東駒形３丁目１９－１１　遠藤ビル１Ｆ 03-5610-4756

ｒａｎｃａ 墨田区太平１丁目３１－７ 03-6751-8389

ミラーヘアーデザイン 墨田区横綱１丁目９－２　ＮＴＴドコモ墨田ビル低層棟１Ｆ 03-5819-4844

Ｆｏｌｃｅ 墨田区向島２丁目２２－６ 03-5637-8136

ジパング 墨田区業平２丁目１７－７ 03-6658-8472

ＢＡＲＯＮ 墨田区石原１丁目７－４ 03-6778-0644

スタア　美容室 墨田区東向島５丁目１１－２ 03-3611-4402

兼松　美容室 墨田区墨田２丁目１２－８ 03-3611-7671

ビューティ　タカハシ 墨田区墨田４丁目１５－８ 03-3614-6154

美容室　亜瑠智山 墨田区立花４丁目２６－１６ 03-3613-0290

立花　美容室 墨田区向島５丁目４８－６ 03-3612-9495

ゆき　美容室 墨田区向島５丁目４８－３ 03-3612-2373

サロンド　ラ・ルース 墨田区墨田３丁目２１－１１ 03-3612-2575

トモ　美容室 墨田区東向島１丁目１３－２ 03-3611-5256

成毛　美容室 墨田区押上３丁目２０－１３ 03-3612-5893

さつき　美容室 墨田区墨田４丁目２３－１０ 03-3614-4959



店舗名 住所 電話番号

美容室　三世 墨田区八広６丁目５１－１ 03-3618-3959

タカ　美粧院 墨田区東向島３丁目２－９ 03-3612-6538

サロンド　オキ 墨田区八広２丁目４５－４ 03-3612-0448

ハタ　美容室 墨田区東向島３丁目６－１１ 03-3614-1679

ホープ　美容室 墨田区墨田３丁目２３－１２ 03-3619-2840

エイ子　美容室 墨田区八広６丁目３１－６ 03-3617-3035

ルリ　美容室 墨田区八広６丁目１０－７ 03-3612-7366

かおり　美容室 墨田区八広４丁目２８－２ 03-3617-0473

ヤサク　美容室 墨田区堤通２丁目３－１９ 03-3612-6545

マチ　美容室 墨田区堤通２丁目３－１３ 03-3619-6810

Ｍ＆Ｍ　美容室 墨田区東向島６丁目９－１０ 03-3619-8789

きよみ　美容室 墨田区東向島２丁目３１－１７ 03-3617-7068

ビューティサロン　英理 墨田区東向島１丁目３３－１１ 03-3614-8568

ソワール　美容室 墨田区墨田５丁目４４－７ 03-3610-1206

ジパング　美容室 墨田区京島１丁目１－１－１０７ 03-3610-6959

美容室　Ｙｏｕ 墨田区堤通２丁目７－２９ 03-3618-5431

サロンド　コア 墨田区八広３丁目７－１０ 03-3616-7637

カットスタジオ　トップ　ノット 墨田区八広２丁目１６－１１ 03-3611-8898

ノーブル　美容室 墨田区東向島６丁目２－７ 03-3619-0805

モンアール 墨田区墨田３丁目１－１６　１Ｆ 03-5247-0989

美容室　ボイス 墨田区京島３丁目２０－１０－１０４ 03-5631-7501

ムーブ　美容室 墨田区墨田１丁目１５－１５－１０３ 03-5247-2027

MomomaruJapan 墨田区墨田３丁目３１－４ 03-3610-1111

美容室　ＭＩＮＴ 墨田区墨田１丁目５－２ 03-3616-7851

ＣＯ－ＣＯ－ＲＯ 墨田区八広６丁目１－１－１０１ 03-3619-5230

美容室　クローバー 墨田区向島５丁目５０－１１ 03-3612-2933

ＴＯＳＨＩＫＯ 墨田区東向島６丁目５０－８ 03-3610-3106

美容室Ｒｉｐｐｌｅ 墨田区八広１丁目４２－１１ 03-3616-1208

美容室トゥエルブエイト 墨田区東向島６丁目９－３ 03-3618-1419

三宅美容室 墨田区文花２丁目９－１１ 03-3612-0638

ＯＡＫ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ 墨田区押上２丁目２５－３ 03-6240-4809



店舗名 住所 電話番号

小林　美容室 江東区森下２丁目６－１－１０２　メゾネット小林 03-3631-2068

ボン　美容室 江東区森下３丁目１０－２０－１０９ 03-3633-4362

ビューティ　ミドリ 江東区住吉２丁目１８－６ 03-3631-5988

ひまわり　美容室 江東区白河２丁目６－９ 03-3641-7005

ラン　美容室 江東区三好１丁目８－６ 03-3642-6928

ヘアａｎｄメイクサロン　おおたけ 江東区三好２丁目１０－１０ 03-3642-2647

あいこ　美容室 江東区千田２２－２ 03-3645-3704

ヒデコ　美容室 江東区千田６－１６ 03-3644-0800

ムツミ　美容室 江東区千田８－５ 03-3644-2743

さかい　美容室 江東区永代１丁目３－６ 03-3641-9463

アイダ美容室 江東区富岡１丁目１２－１０ 03-3641-3563

カットスタジオ　デビュー 江東区越中島２丁目１４－２ 03-3630-8028

マユラー　美容室 江東区東陽１丁目２８－３ 03-3644-2691

みさ　美容室 江東区住吉１丁目５－６ 03-3632-2725

ユミ　美容室 江東区猿江１丁目１３－１ 03-3631-6005

山下　美容室 江東区東陽２丁目５－１８ 03-3648-9756

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

たき　美容室 江東区東陽５丁目２１－３ 03-3647-1973

美容室　ニューパール 江東区富岡１丁目１４－１４ 03-3643-4625

美造家　ｉｆ 江東区牡丹３丁目２１－４ 03-3641-5230

ロダン　美容室 江東区深川２丁目１９－１ 03-3641-5579

スピック　サブリナ 江東区森下２丁目１－２　シルバースティック　１０２ 03-5624-4351

ティー　スリー 江東区清澄３丁目７－８　高野ビル　１Ｆ 03-3641-0935

ジャン　クロード 江東区門前仲町１丁目２－７ 03-3630-1399

ヘアープラザ　みのる 江東区門前仲町２丁目４－１２ 03-3630-1941

ユキ　美容室 江東区扇橋１丁目１２－６ 03-3645-6806

遠藤桂子　美容室 江東区平野１丁目８－３ 03-3630-5799

美容室　マロ．ディップ 江東区東陽３丁目６－１１ 03-3649-9702

オリーブ　美容室 江東区富岡１丁目２６－１１ 03-3643-3870

ラバーズ　住吉店 江東区住吉１丁目１５－１３　白石ビル 03-3846-1260

アンディ　ソルシェ 江東区東陽３丁目１５－１ 03-3647-4643



店舗名 住所 電話番号

佐加江　美容室 江東区猿江２丁目１３－１ 03-3631-9741

美容室　ひろしの店 江東区佐賀１丁目１０－４ 03-3630-2938

バンビ　美容室 江東区扇橋３丁目３－１０ 03-3647-4679

Ｙ’ｓ　美容室 江東区千田５－６ 03-5632-4863

ヘアａｎｄメイク　サボン　美容室 江東区深川２丁目２３－１７　清澄ビューテラス　２０２ 03-3630-1528

アイヴァンキャトル　山野愛子美容室 江東区東陽６丁目３－２　イースト２１モール　１Ｆ 03-5632-3500

ＰＡＬＥＯ　美容室 江東区豊洲４丁目１０－１－１０１ 03-3531-1160

美容室　チョキチョキ 江東区東陽４丁目１－４０　斉藤ビル　２Ｆ 03-3649-9859

サロンド　ラ・クール 江東区富岡１丁目２１－１１　行平コーポ 03-3630-6839

ヘアーａｎｄメイク　ポッシュ　美容室 江東区森下２丁目１９－１ 03-3632-4247

ヘアーショップ　ポップ 江東区扇橋３丁目３－４－１０１ 03-3649-9726

ビューティサロン　桂 江東区千田２０－１７ 03-3647-7200

美容室　ワン・ハート 江東区豊洲４丁目６－３　メゾン豊洲　２Ｆ 03-3532-1805

アトリエ　ブラン 江東区古石場３丁目４－４ 03-3630-1185

美容室　Ｍａｋｅ裕 江東区新大橋３丁目４－８ 03-3631-4580

美容室　アン・ドゥ・トロワー 江東区東陽４丁目６－１９　マルキビル　５Ｆ 03-3615-2241

ヘアールーム　マッキー 江東区東雲１丁目８－１７　長谷川ビル　２Ｆ 03-5560-2983

イサム　ヘアー 江東区森下１丁目１０－５　興栄自動車ビル　２Ｆ 03-3631-9799

ヘアー　パークワン 江東区森下２丁目１－４ 03-3633-0556

ラスヴェンタナス 江東区木場２丁目６－７－１０３ 03-5620-1889

美容室　デジャブ 江東区東陽３丁目２６－１７ 03-3649-9660

シュヴー 江東区門前仲町１丁目１４－３　オフィスプラネット仲町　１Ｆ 03-3630-1706

（株）オレンジ　ポップ 江東区豊洲３丁目４－８　スーパービバホール豊洲　２Ｆ 03-5548-2346

ヘアー　ビスノ 江東区住吉２丁目１７－１０－１０１ 03-3634-4416

ビーヘアー 江東区豊洲４丁目７－２　ＡＰＥＸ豊洲　１Ｆ 03-3531-9910

山野愛子美容室　ホテルイースト２１　東京店 江東区東陽６丁目３－３　ホテルイースト２１　東京店　３Ｆ 03-5632-3501

ヘアーデザイン　ルージュ 江東区門前仲町１丁目２０－５ 03-5621-8600

マーブルヘア　ワークス 江東区枝川１丁目７－１２　Ｓメゾン　１０２ 03-5683-9508

Ｗｏｏｄ　ｂｅｌｌ 江東区清澄３丁目６－１６ 03-6458-8389

アッサンブレ 江東区豊洲４丁目１－１　トヨスピア２１　８Ｆ 03-3520-8733

ＰＯＵＲＴＯＩ 江東区東陽４丁目６－７　小山田ビル１Ｆ 03-6458-4070



店舗名 住所 電話番号

シュモレ　ポルターレ 江東区東雲１丁目６－１９ 03-5859-5979

ミステアール 江東区木場５丁目１－１　コンフォール３Ｆ 03-5809-8324

ＬＵＡＮＡ 江東区千田２１－２ 03-3666-8344

クラウディア242 江東区古石場２丁目４－２ 03-5875-9624

ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＰＯＳＨ 江東区門前仲町２丁目２－１６ 03-5646-8155

インターモード花形 江東区門前仲町２丁目２－１０ 03-5621-4767

ＨａｉｒＲｅｓｏｒｔ　ＬＵＡＮＡ　ｅｌｕａ 江東区森下４丁目２４－５－１０１ 03-6875-9944

ＯＰＥＲＡ　ＨＡＩＲ 江東区清澄３丁目４－１８ 03-6876-2701

ｈａｉｒ　ａｄｄ　ｎａｔｕｒｅ 江東区木場５丁目１０－１２　神頭ビル１Ｆ 03-6670-4781

ヘッドライン 江東区扇橋２丁目１－６ 03-3647-9475

東京ベイコート倶楽部　ヘアーサロン 江東区有明３丁目１－１５ 03-6700-1004

ヘアーサロン　ＫＺ 江東区海辺１４－３　イマイビル１Ｆ 03-6666-2570

ＦＥＥＲＩＥ　ＡＶＥＤＡ　有明ガーデン店 江東区有明２丁目１－８－２Ｆ 03-6426-0533

ビューティスペース　エコー 江東区亀戸１丁目３０－８ 03-3684-9647

カール　美容室 江東区亀戸６丁目４１－１５ 03-3685-9173

コワフュール　小松 江東区亀戸５丁目１３－１４ 03-3683-1615

サロン　ミツワ 江東区亀戸７丁目１２－１９ 03-3637-8271

エミ　美容室 江東区東砂２丁目３－２３ 03-3648-5187

マリー　美容室 江東区東砂４丁目１５－１０ 03-3699-9311

ハッピー　美容室 江東区東砂５丁目１４－１０ 03-3644-4749

エリ　美容室 江東区亀戸３丁目４４－１０ 03-3682-9427

ハリミ　美容室 江東区北砂２丁目２－８ 03-3644-1386

よね　美容室 江東区東砂４丁目３－２０ 03-3644-7649

ビューティ　山下 江東区南砂７丁目９－１５ 03-3648-4484

ファミリーサロン　マミ 江東区南砂４丁目１６－１３ 03-3645-8025

ビューティサロン　モード 江東区南砂３丁目１２－１０ 03-3648-0744

ビューティサロン　アラキ 江東区北砂５丁目８－１１ 03-3646-3560

ウララ　美容室 江東区大島２丁目２６－１１ 03-3684-1543

クレベール　美容室 江東区北砂５丁目７－１５ 03-3640-9745

ゆうこ　美容室 江東区北砂４丁目３６－２０ 03-3646-7817

米山　美容室 江東区亀戸１丁目３９－１４　ハッピーハイツ　１１０ 03-3681-7936



店舗名 住所 電話番号

ナチュラルビューティサロンカトリ 江東区亀戸３丁目６０－１８ 03-3684-0808

モン　美容室　本店 江東区大島１丁目３４－２０ 03-3681-5788

白ゆり　美容室 江東区大島１丁目２８－８ 03-3681-9170

モン　美容室　支店 江東区大島２丁目１７－６ 03-3685-0325

ヘア　フィックス　コンノ 江東区大島５丁目３４－９ 03-3637-7256

ミマツ　美容室 江東区大島４丁目１２－１ 03-3636-3939

モンマ　美容室 江東区大島４丁目１３－４ 03-3684-3380

美容室　スマイル 江東区大島８丁目３４－２４ 03-3683-7964

いずみ　美容室 江東区大島８丁目２－７ 03-3681-0916

ビューティサロン　ときわ 江東区北砂４丁目３－５ 03-3644-1906

みゆき　美容室 江東区南砂２丁目３－１５ 03-3649-9610

美容室　みち 江東区北砂６丁目２０－６ 03-3644-4908

ベルＲ　美容室 江東区大島８丁目４２－７ 03-3637-8746

カールピア　モリモト　西大島店 江東区大島２丁目４１－１８　林ビル　２Ｆ 03-3637-4258

シン　美容室 江東区大島５丁目９－１０ 03-3681-2404

ギヴ　美容室 江東区北砂４丁目１８－１９ 03-3644-6740

ヘアーエステ　プルミエ 江東区大島３丁目２０－５ 03-3636-9078

エレガンス　美容室 江東区亀戸２丁目４４－１１　飯島ビル　１Ｆ 03-3684-9974

ワークヘアーハウス　ひのまる 江東区亀戸４丁目１８－１１ 03-3637-4760

アンフェリシオン 江東区亀戸１丁目４３－２２ 03-3636-3333

美容室　シュウ 江東区南砂３丁目５－１０ 03-3640-9586

杏奈　美容室 江東区大島２丁目６－２１ 03-3684-4390

ビューティサロン　アキ 江東区北砂４丁目１９－５ 03-3649-7027

ＨＡＩＲ　さぶまりん 江東区東砂３丁目１－１４ 03-3648-0869

リフエンド 江東区南砂６丁目２－１ 03-5606-5131

佐藤彰　美容室 江東区大島７丁目３９－１　ソフィア東大島　１０４５ 03-3684-8189

ヘアメークモリモト 江東区大島６丁目９－１５　朝烏ビル　１Ｆ 03-5609-5077

美容室　ブロス 江東区北砂５丁目２１－２１ 03-5634-0504

美容室　ＭＸ２ 江東区東砂８丁目３－５ 03-3640-5335

ＺＥＮ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ 江東区北砂２丁目１７－１　アリオ北砂 03-6666-1222

ヘアーメイクカトリ 江東区北砂５丁目１８－１ 03-3640-2201



店舗名 住所 電話番号

美容室　エム　アンド　ケー 江東区南砂６丁目８－１　Ｍ－Ｆｏｒｔ　１Ｆ 03-5690-6997

アトリエ　ＳＯＣＯ 江東区東砂５丁目１２－２２ 03-5632-1761

ｈａｉｒ－ｍａｋｅ　花憐 江東区東砂３丁目１６－６　ＳＱＵＡＲＥ　ＨＯＭＥＳ　１Ｆ 03-3644-6002

ロワール　美容室 江東区亀戸６丁目５７－２２　渡辺ビル　３Ｆ 03-3682-6680

亀戸５丁目　美容館 江東区亀戸５丁目２１－１４ 03-3684-0830

ヘアールーム　カトリ 江東区北砂２丁目１５－２４ 03-3640-6629

リンスリー　ウエスト 江東区南砂４丁目１８－９ 03-5606-3556

ヘア　アメニティ　スペース 江東区亀戸６丁目５７－１６ 03-3683-2841

美容室　アプリコット 江東区大島６丁目１－４－１０６ 03-3637-3535

ラ　チョッカ　東大島店 江東区大島８丁目４２－１７－２Ｆ 03-3637-6799

グレート　美容室 江東区東砂７丁目５－３ 03-3640-9649

ル・サロン　ケイ 江東区東砂１丁目６－１２ 03-5690-5687

ヘアーサロン　ピュア 江東区大島４丁目１－１－１０４ 03-3685-1807

Ｂａｒｏ 江東区亀戸６丁目１９－１　杉田ビル　１Ｆ 03-3683-5596

Ｆｌａｒｅ　Ｒｉｓｅ 江東区大島６丁目２３－５　吉川ビル１Ｆ 03-3637-7780

Ｐｅｔｉｔｅ　Ｔｉａｒａ 江東区大島３丁目１５－１１－１０１ 03-5875-5237

Ｈａｉｒ　Ｕｎｋｎｏｗｎ 江東区亀戸５丁目２－１　カメヤビル３Ｆ 03-3638-3539

hairsalon-domu 江東区大島３丁目１８－１１ 03-6338-9976

ＰＲＯＧＲＥＳＳ 江東区亀戸１丁目４０－７　マイウィステリア１Ｆ 03-3638-3638

Atelier JD パリ 江東区北砂１丁目１４－６－１Ｆ 03-5606-8636

アトリエＪＤパリ　南砂店 江東区南砂６丁目８－１６　　第５福原マンション１Ｆ 03-5653-3393

ヘアープルトア　ルピネス店 江東区北砂３丁目２－２６　トパゾス１Ｆ 03-6666-4090

イシザカ 江東区東砂４丁目１７－９　サンライズ１Ｆ 03-6666-2153

ｓｏｍｅ　ｓｏｍｅ　ｓｏｍｅ３ 江東区亀戸５丁目１４－１　５Ｆ 03-5609-7097

ユミ　美容室 足立区千住宮元町２５－８ 03-3888-8005

美容　スバル 足立区千住緑町３丁目４－１ 03-3882-6473

ボ－テミドリ　美容室 足立区千住宮元町１１－１２ 03-3881-6766

ゆき　美容室 足立区千住緑町２丁目７－２０ 03-3879-7781

ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ　花椿 足立区千住３丁目７０ 03-3870-0775

美容室　Ｇｉｍｉｃｋ 足立区千住２丁目３４　大久保ビル　１Ｆ 03-3870-5274

梅鉢　美容室 足立区千住３丁目４ 03-3881-1561



店舗名 住所 電話番号

小松　美容室 足立区千住寿町８－１２ 03-3888-1968

ヘアーサロン　Ｆｅｅｌ　ＨＥＡＲＴ　ＴＳＵＪＩＮＯ 葛飾区東金町４丁目２９－１２ 03-5876-5876

新生　美容室 足立区柳原２丁目４－９ 03-3888-2352

ビューティサロン　浜崎 足立区東和２丁目２４－９ 03-3606-7631

ビューティ　スズラン 足立区東和２丁目９－１３ 03-3606-8278

楠　美容室 足立区千住仲町２０－７ 03-3881-3800

ヴィ－ナス　美容室 足立区千住大川町３７－１ 03-3881-9620

サロンドボーテ　辻野 足立区千住大川町２－５ 03-3888-3713

フジミ　美容室 足立区千住元町３９－３ 03-3888-3033

スター　美容室 足立区千住旭町６－１０ 03-3881-2755

ヘアーサロン　吉木 足立区千住旭町１１－６　ヴィラハイツ　１０１ 03-3882-7674

いづみ　美容室 足立区千住旭町４３－１２ 03-3888-4588

みき　美容室 足立区江北６丁目１４－６ 03-3896-3058

みずえ　美容室 足立区鹿浜２丁目４－１７ 03-3899-4187

ビューティサロン　ポポ 足立区新田３丁目１９－３ 03-3914-1448

あき　美容室 足立区新田１丁目１２－７ 03-3911-0118

ビューティサロン　トキワ 足立区椿２丁目８－１４ 03-3897-2257

アライ　美容室 足立区皿沼２丁目７－１１ 03-3897-0460

ヘアサロン　アムール 足立区千住中居町３３－１　アンビル第一ビル　３Ｆ 03-3870-3684

ミチ　美容室 足立区鹿浜７丁目８－２ 03-3897-1813

ビューティサロン恵子 足立区鹿浜５丁目２２－１９ 03-3899-9227

藤枝　美容室 足立区皿沼２丁目１４－１０ 03-3897-6487

しみず　美容室 足立区綾瀬４丁目３１－３ 03-3605-2286

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

美容室　パール 足立区日の出町２８－１６ 03-3881-3774

カナ　美容室 足立区小台２丁目２８－１０ 03-3919-6861

るい・あどー　美容室 足立区千住旭町１１－８　アサヒ書店　３Ｆ 03-3870-4824

きょうや　美容室 足立区千住３丁目６２ 03-3888-5572

ビューティ　アプロード 足立区千住１丁目１８－５ 03-3888-7192

ビューティ　横田 足立区千住旭町４２－２　北千住ターミナルビル 03-3879-1169

サロンド　ホワイト 足立区小台２丁目１１－６ 03-3919-8667



店舗名 住所 電話番号

田中　美容室 足立区千住仲町４０－５ 03-3870-2638

サロンド　ソワレ 足立区千住桜木２丁目５－７ 03-3882-3185

美容室　ぱあまやさん 足立区千住３丁目１８ 03-3881-3763

ヨシユキ　美容室 足立区千住２丁目５４　須川ビル　２Ｆ 03-3888-9766

コアフュール　フルール 足立区鹿浜４丁目２９－５ 03-3899-4389

ザ・モード・ハットリ 足立区佐野２丁目１３－７ 03-3606-7745

ビューティ　シオノ 足立区鹿浜４丁目２－１３ 03-3899-1337

ビューティサロン　ゆう 足立区千住１丁目３７－７ 03-3881-3722

ＳＦⅢ 足立区佐野２丁目２３－７ 03-3606-4840

美容室　パレット 足立区千住２丁目３７　メゾンイナコス　１Ｆ 03-3870-2313

美容室　モアリズムヘアー 足立区千住曙町４１－２－１０８ 03-3888-8072

アトリエＬｅｏｎ 足立区青井３丁目３６－１６　エクスプレス青井１０１ 03-6806-4825

サロンド　ノリコ 足立区江北２丁目２７－１４ 03-3890-6132

ビューティ　スズラン 足立区大谷田１丁目１－４－１０５ 03-3629-3913

ヘアサロン　チェリーブラッサム 足立区千住１丁目１－１０ 03-3881-3219

美容室　のな 足立区新田２丁目２７－８ 03-3919-6829

ぱーまやさん　Ｆｏｒｅｔ 足立区鹿浜５丁目４－６ 03-3896-2520

美容室　ジョルジュサンク 足立区千住１丁目２３－１２ 03-3882-3396

アール 足立区梅島３丁目３２－７　サティ　４Ｆ 03-3849-7955

オマージュ 足立区大谷田２丁目２０－３ 03-3606-8825

エクステ市場 渋谷区宇田川町１６－８　渋谷センタービル　２Ｆ 03-3370-1855

ｉｔ　ｈａｉｒ 足立区東和２丁目４－１７ 03-3620-6166

サシェイ 足立区佐野２丁目３５－９ 03-3620-4396

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＥＡＲＴＨ　北千住店 足立区千住３－３３　三鈴ビル１Ｆ 03-5244-7718

Ｌｉｍｏ 足立区千住２－３０ 03-6807-7350

Ａｊｉｔｏ 足立区千住１丁目３９－９ 03-3620-7098

LUPUS HAIR ＆ MAKE 荒川区南千住５丁目４０－１２－１Ｆ 03-3806-7119

ａ．ｍ．ｏ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ 足立区綾瀬５丁目７－７　MATSUMURAパークハイツ１０１ 03-6802-6609

Ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＵＰＡＲＡ 台東区浅草３丁目３３－２　ナナック浅草１Ｆ 03-5808-9883

ｒａｖｅ 足立区千住３丁目６７－４　ＳＧビル1Ｆ 03-3881-8099

ローグヘアー綾瀬店 足立区綾瀬４丁目７－８－１Ｆ 03-5849-5121



店舗名 住所 電話番号

ボヌールヘアー 足立区綾瀬３丁目２７－８－１Ｆ 03-5856-0904

ローグヘアー亀有店 葛飾区亀有３丁目５－６－１Ｆ 03-3690-8353

ローグヘアー金町店 葛飾区東金町１丁目２１－１１－１Ｆ 03-5876-3837

ラ　グランデ　ベル　ディアナ 足立区千住３丁目３６－４　ＳＧビル２Ｆ 03-5284-3366

ｋｏｒｕ　ｋｏｒｕｅ 世田谷区玉川３丁目３６－１４　二子玉川ニイヤハイム５０４ 03-6411-7590

Hair Salon Aspi-leaf 新宿区山吹町３３１ 03-5579-2388

フォトスタジオ　アニー 足立区千住３－３４ 03-3881-0489

Ｒｏｇｕｅ　ＨＡＩＲ 板橋区徳丸２丁目６－１イオン板橋ショッピングセンター４Ｆ 03-5922-1085

Ｌｅａｄ 足立区江北１丁目２９－１４　フレスコ１Ｆ 080-5654-2542

美容室　Ｃｒｅｅｒ 中野区東中野３丁目１－１　寛栄ビル５Ｆ 03-6908-8517

ｃｉｔｒａ 足立区千住旭町２１－３ 03-6806-1182

ＴＢＫ　北千住店 足立区千住旭町４０－２２　ツボイビル２Ｆ 03-5244-0624

ＮＯＥＬ 足立区千住旭町４４－１０　熊倉ハイツ１０２ 03-3870-8676

ビューティタナカ　イトーヨーカドー店 東久留米市本町３丁目８－１　イトーヨーカドー２Ｆ 0424-77-7181

ＡＬＥＸ　ヘアコンシェルジュ 足立区千住２丁目３９　奥村ビル１Ｆ 03-3806-1441

ヤブキ　美容室 足立区梅田１丁目１３－１０ 03-3887-1733

川崎　美容室 足立区関原１丁目２１－２２ 03-3886-1756

麻生　美容室 足立区西新井６丁目２－１５ 03-3898-8740

スミ　美容室 足立区梅田６丁目１５－２ 03-3889-1516

ビューティーサロン　豊田 足立区竹の塚２丁目１７－１ 03-3883-6051

ビューティ　きよ 足立区南花畑３丁目１９－２３ 03-3859-4244

ビューティサロン　ゆき 足立区西新井２丁目１８－１３ 03-3898-4624

ボン　ビューティサロン 足立区竹の塚３丁目１６－２０ 03-3883-0167

ＨＡＩＲ　ＳＨＡＰＥ 足立区西新井１丁目２１－１６ 03-3898-3839

ｃｈａｒｍｅ 足立区西新井１丁目１４－８ 03-3890-6616

ヘアースタジオ　ＡａｎｄＥ 足立区弘道１丁目３－２９ 03-3849-7400

ミクニ　美容室 足立区弘道１丁目１－１８ 03-3889-9248

美容室　アクティブ 足立区島根３丁目２２－１３ 03-3884-4885

テルミ－　美容室 足立区梅島２丁目１８－６ 03-3886-4811

イダ　美容室 足立区梅島２丁目２２－１３ 03-3889-9804

ウメジマ　美容室 足立区梅島１丁目１４－２ 03-3886-7435



店舗名 住所 電話番号

クワノ　美容室 足立区島根１丁目１４－１１ 03-3884-5848

ビューティサロン　テート 足立区東保木間２丁目１７－１２ 03-3883-8016

タナベ　美容室 足立区本木東町１５－５ 03-3849-0825

チエコ　美容室 足立区西新井本町４丁目２９－１４ 03-3898-2684

中山　美容室 足立区西新井６丁目１２－５ 03-3898-4739

リツ　美容室 足立区西新井２丁目３２－１６ 03-3896-2577

宇田川　美容室 足立区足立１丁目７－９ 03-3886-5923

白ゆり　美容室 足立区関原３丁目２６－６ 03-3849-4833

いずみ　美容室 足立区本木２丁目６－６ 03-3887-2679

美容室　あすか 足立区関原１丁目１９－９ 03-3889-5389

ビューティ　ＨＡＹＡ 足立区興野２丁目３１－１９ 03-3890-6835

ダイシ　ビューティサロン 足立区西新井本町１丁目１５－２ 03-3890-0365

レメリア美容室 足立区竹の塚２丁目９－２５ 03-3885-2751

オイヌマ　美容室 足立区梅田１丁目８－５ 03-3849-7966

クローバー　美容室 足立区花畑７丁目７－１３ 03-3885-2285

ビューティ　シュール 足立区竹の塚２丁目８－２５ 03-3860-6423

レーヌ　美容室 足立区保塚町５－１３ 03-3850-4057

パ－ル　美容室 足立区一ツ家２丁目１６－２ 03-3850-9974

白バラ　美容室 足立区保木間１丁目１１－１４ 03-3859-6147

ビューティ　辻 足立区伊興３丁目２３－３７ 03-3897-8557

ヘアーサロン　れいこの店 足立区保塚町１－９ 03-3859-1729

スリーク　ヘアー 足立区保木間１丁目７－３ 03-3884-3219

美容室　ポポル 足立区中央本町４丁目１９－２１ 03-3848-5906

ヘアスタジオ　シェルブロー 足立区西綾瀬２丁目２３－２５ 03-3840-0037

髪工房　リトモ 足立区舎人６丁目１－３ 03-3853-3771

美容室　ルアン 足立区古千谷本町３丁目２－３ 03-3855-1982

美容室　ＣＡＮ 足立区舎人１丁目２５－９　昇豊ビル　２Ｆ 03-3857-1439

４　ｃｌｏｖｅｒ 足立区保木間２丁目７－９ 03-3860-6629

ヒナタ　ビューティ　プロデュース 足立区保木間３丁目６－１５ 03-3860-7277

スタジオ　ブルーミング 足立区梅島２丁目２－１０ 03-3880-2818

美容室ＳＥＲＩ 足立区関原３丁目２２－９ 03-5681-1717



店舗名 住所 電話番号

美容室　アクセス 足立区関原３丁目２７－１５ 03-5681-1407

ビューティサロン　Ｋ 足立区鹿浜５丁目２０－７ 03-3856-7477

ビューティサロン　栗原 足立区伊興３丁目１８－１５ 03-3899-1068

エミ　美容室 足立区西新井栄町１丁目１０－１ 03-3886-3820

美容室Ａ＆Ｋ 足立区梅田４丁目１０－７ 03-3849-8441

ビューティ　ルミ 足立区弘道２丁目１７－１ 03-3880-0303

おしゃれサロン　みやび 足立区本木１丁目１９－５　ドミールコーワ　１Ｆ 03-5681-0887

ビューティ　美美 足立区江北４丁目２６－２１ 03-3854-5959

美容室　ＭＩＭＵＲＡ 足立区保木間４丁目１６－７ 03-3884-5169

ヘアードクター　ルイ 足立区西保木間４丁目５－１４－１０５ 03-3860-2716

ヘアードクター　ルイ 足立区花畑４丁目３５－１１－１０３ 03-3860-1490

ＨＡＩＲ　ＳＰＩＣＥ 足立区東伊興１丁目２－９ 03-3854-8272

ＨＡＮＡ　美容室 足立区花畑１丁目７－３ 03-3859-7687

美容室　ＡＩＭ　ＫＯＺＯ 足立区西竹の塚１丁目１６－１０ 03-3856-7455

Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｈａｉｒ　Ａｎｎｅ 足立区竹の塚６丁目３－１６　長谷川ビル　１Ｆ 03-3858-1663

ＲＩＣＨＥ 足立区梅島１丁目１６－２０ 03-3849-2502

フジエ　美容室 足立区青井１丁目４－１０ 03-3889-7446

美容室　さとみ 足立区足立３丁目３３－５ 03-3849-6339

アトリエ　ブリリア 足立区竹の塚１丁目４０－６ 03-3883-5555

ヘアーサロン　ｗｉｓｈ 足立区南花畑４丁目１－１８ 03-3885-0199

美容室　どれっしんぐ 足立区六町４丁目２－２７ 03-3883-6213

ヒロ　美容室 足立区竹の塚１丁目２８－３ 03-3858-0002

美容室　オーセンティック 足立区保木間４丁目５０－３　ブリリアントパレス　１０１ 03-3885-2251

ヘアードクター　ルイ 足立区保木間１丁目２９－１５ 03-3860-1005

ＩＮＧＲＥＳＳ 足立区竹の塚５丁目５－１１　第二清水ビル１Ｆ 03-3859-8321

（有）アトリエ　ＭＡＩ 足立区西新井栄町１丁目１３－５ 03-5681-6337

美容室　ＧＺ 足立区六町４丁目７－１ 03-5686-3094

ヘアーサロン＆エステ　Ｓｍｉｌｅ 足立区花畑４丁目３９－１６ 03-3850-0048

美容室　ソフィア 足立区竹の塚１丁目２５－１６　大橋ビル　１Ｆ 03-3860-0166

美容室　ビー・ドリーム 足立区青井４丁目２４－１９ 03-3849-7064

ＡＴＴＩＣ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ 足立区一ツ家３丁目１６－１１ 03-3858-3693



店舗名 住所 電話番号

ニシザワ　美容室 足立区梅田１丁目９－１２ 03-3852-2438

コットン　キャンディ 足立区西竹の塚１丁目３－１８ 03-3887-2602

ヘアーサロン　グリーゼ 足立区西綾瀬２丁目７－６ 03-3880-4774

ヘアーサロン　Ｒｅｂｏｒｎ 足立区江北５丁目１６－６ 03-3856-8864

アキヨ　美容室 足立区加賀１丁目１８－１ 03-3856-1629

ヴァンテアン　ｇａｌａ 北区西ケ原４丁目６４－１－１Ｆ 03-5974-6409

ミチ子　美容室 足立区花畑６丁目３７－１２ 03-3883-6717

ミラコール 足立区西新井本町２丁目３１－２０　ライフ江北　駅前店 03-3898-9955

Ｊｅｗｅｌ　ｌａｓｈ 足立区青井３丁目３４－１０　フローレスアオイ２０２ 03-5888-7991

トータルビューティサロンＲ’ｓ 足立区伊興本町１丁目１６－３９ 03-5647-8862

ＬＵＬＵ 足立区六町３丁目５－１３ 03-5856-7620

ＡｃｏｓｔＡ 足立区栗原１丁目１２－２ 03-6317-6522

HAIR STUDIO GOGO HAIR 足立区梅島１丁目１２－６－３Ｆ 03-5888-5136

アートサロン　ジャサバハ 足立区青井６丁目５－１１ 03-5681-3770

美容室　くれよん 足立区保木間５丁目２３－２０東京足立病院内 03-0000-0000

カットサロン　ピア 足立区関原３丁目２－４アネックス西新井１Ｆ 080-1199-3535

Ｈａｎｏｉ　Ｒｏｓｅ 足立区梅島１丁目２１－９ 03-3887-0652

ＢＥＡＵＴＹ　ＲＥＳＯＲＴ　ＡＮ　ＡＬＬＹ 足立区六月３丁目４－８ 03-3883-6233

福島家　美容院 葛飾区立石１丁目１７－１３ 03-3691-3740

有希　ビューティショップ 葛飾区お花茶屋２丁目１４－７ 03-3602-5311

白菊　美容室 葛飾区宝町２丁目３３－１５ 03-3694-9635

京　美容室 葛飾区四つ木４丁目１７－９ 03-3697-6759

美容室Ｊａｄｅ 葛飾区奥戸３丁目１２－１１ 03-3697-6637

近藤　美容室 葛飾区宝町１丁目１４－２０ 03-3697-0965

ひさご　美容室 葛飾区四つ木４丁目２７－１０ 03-3697-7036

シオタ　美容室 葛飾区高砂３丁目１０－６ 03-3673-4776

ミナミ　美容室 葛飾区奥戸３丁目７－５ 03-3692-1186

ヘアーエステ　デ・ジャ・ヴィ 葛飾区四つ木１丁目５－１０　メゾン鳥山　１Ｆ 03-3695-1710

アオキ　美容室 葛飾区四つ木２丁目２６－８ 03-3693-7069

さゆり　美容室 葛飾区お花茶屋３丁目２４－１９ 03-3601-3673

すずき　美容室 葛飾区お花茶屋１丁目１３－５ 03-3602-5329



店舗名 住所 電話番号

テル　美容室 葛飾区鎌倉４丁目３２－１０ 03-3657-8109

ひさご　美容室 葛飾区東立石１丁目１－１５ 03-3691-2988

たから　美容室 葛飾区東四つ木３丁目１１－５ 03-3692-7777

ジュン　美容室 葛飾区鎌倉４丁目３１－６ 03-3657-6613

美容室　いしかわ 葛飾区東四つ木３丁目３５－１１ 03-3695-4757

ヘアーギャラリー　エス 葛飾区四つ木１丁目３２－１１ 03-3697-5075

美恵　美容室 葛飾区立石３丁目４－６ 03-3697-6541

ラ・ボ－テ　美容室 葛飾区高砂５丁目２６－８ 03-3607-2009

ヘアーサロン　ヒデ 葛飾区高砂２丁目１６－７ 03-3673-0127

美容室　フレンドリー 葛飾区立石５丁目５－２２－１０２ 03-5670-5666

ルナ　美容室 葛飾区東新小岩６丁目４－２ 03-3696-7288

美容室　スギ 葛飾区宝町２丁目３４－２４ 03-3694-8389

ビューティサロン　チロル 葛飾区白鳥３丁目１９－１２ 03-3604-5759

なか　美容室 葛飾区奥戸７丁目１１－１８ 03-3694-2627

パルッキエーレ・コモード 葛飾区堀切２丁目３５－４ 03-3694-9016

サロンド　ベル 葛飾区堀切３丁目６－１０　桜和マンション 03-3694-0489

Ｏｋｕｃｈｉ 葛飾区新小岩１丁目５１－３ 03-5661-2166

ＮＡＫＡ　美容室 葛飾区東新小岩３丁目６－１２ 03-3697-1303

美容室　Ａｎｎｅ 葛飾区宝町２丁目２７－５ 03-3693-0047

アクア・プラネット 葛飾区青戸６丁目１－１３　武藤商事ビル　１Ｆ 03-3604-5354

トータルビューティバランス細谷 葛飾区お花茶屋１丁目２３－１１ 03-3604-0930

ヘアサロン　Ｒｙｕ’ｓ 葛飾区立石１丁目１４－６　山口ビル　１Ｆ 03-3692-9435

ティニーヘッド３５ 葛飾区高砂４丁目６－１ 03-5668-8765

美容室　アンプル 葛飾区奥戸２丁目８－１５ 03-3696-2207

シュアラー　美容室 葛飾区奥戸２丁目２２－９ 03-5698-4858

クリーブ 葛飾区新小岩２丁目１０－４－１Ｆ 03-3655-8005

ヘアー＆メイク　ミューズ 葛飾区新小岩２丁目１０－９ 03-5661-1031

ｐｕｒｅ 葛飾区東新小岩７丁目２８－２６ 03-5670-0103

山口　チトセの店 葛飾区東四つ木４丁目４１－１３ 03-3696-1220

ＡＴＯＭ 葛飾区高砂５丁目２９－５　クリーンハイツ１Ｆ 03-3609-1233

ｓｏＬｕｔｉｏｎ 葛飾区柴又４丁目３６－１０－１Ｆ 03-3658-5487



店舗名 住所 電話番号

ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＭＡＨＡＲＯ 葛飾区東新小岩５丁目３－７　リトルウッドマンション新小岩 03-5875-7874

ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　ＵＬＴＩＭＡ 葛飾区東新小岩７丁目１１－８　ビルドハピネス１Ｆ 03-3696-6205

イデ　ヘアラウンジ 葛飾区四つ木２丁目２３－８　石井ビル１Ｆ 03-3696-1266

ＡＺＡＭＩ 葛飾区東立石２丁目１－１ 03-3694-5037

紅谷　美容室　ＢＥＮＩＹＡ 葛飾区亀有４丁目３７－９ 03-3601-2850

富士　美容室 葛飾区西亀有４丁目４－１３ 03-3605-0056

マルミ　美容室 葛飾区東金町２丁目２０－７ 03-3609-5813

ひらさわ　美容室 葛飾区柴又６丁目１４－１２ 03-3658-8793

ひので　美容室 葛飾区柴又４丁目２８－３ 03-3658-9892

カトレア　美容室 葛飾区西水元３丁目２２－３ 03-3607-7863

カトレヤ　ビューティサロン 葛飾区金町６丁目４－２　ラヴィクレール　１０３ 03-5699-0380

サロンド　アミュ 葛飾区西亀有３丁目１３－１１ 03-3604-0890

トミ－　美容室 葛飾区亀有２丁目２６－１３ 03-3690-4952

スミレ　美容室 葛飾区南水元１丁目３０－１７ 03-3608-1332

大川　美容室 葛飾区南水元１丁目１９－５ 03-3607-2376

ビューティサロン　みどり 葛飾区金町６丁目１－３ 03-3600-8486

ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　シバタ 葛飾区亀有５丁目２１－１６ 03-3605-8531

タカ　美容室 葛飾区東金町４丁目３１－９ 03-3609-5955

浜田　美容室 葛飾区金町５丁目１３－８ 03-3607-3213

エリカ　美容室 葛飾区柴又３丁目２９－２０ 03-3608-0250

ひさ　美容室 葛飾区高砂８丁目６－１０ 03-3608-0706

三和　美容室 葛飾区柴又１丁目２２－２ 03-3607-9465

サロンド　さなだ 葛飾区柴又１丁目１３－６ 03-3609-8881

ひまわり　美容室 葛飾区柴又１丁目２９－２ 03-3607-3616

ビューティサロン　とも 葛飾区西水元１丁目１８－２０ 03-3609-4428

日月　美容室 葛飾区高砂８丁目１７－３ 03-3608-2892

サン　美容室 葛飾区金町４丁目１－６ 03-3627-2291

らふ　美容室 葛飾区南水元４丁目３－１９ 03-3627-5373

サロンド　ロペス 葛飾区西亀有３丁目２３－５ 03-3603-9990

美容室　ＣＯＣＯ 葛飾区東金町４丁目３２－１１ 03-3607-6229

ビューティサロン　アンナ 葛飾区柴又４丁目８－４ 03-3657-3855



店舗名 住所 電話番号

Ｓａｓａ　美容室 葛飾区高砂８丁目２４－２ 03-3600-3980

ハニー　美容室 葛飾区水元２丁目４－７ 03-3627-7607

カット　スパーク 葛飾区東金町１丁目２５－２ 03-3627-8503

上野功涼　美容室 葛飾区東金町３丁目１９－４ 03-3627-8585

レモン　美容室 葛飾区高砂８丁目１５－１３ 03-3607-1928

セラーノ　美容室 葛飾区東金町１丁目１２－１２ 03-3608-6567

美容室　リムズ 世田谷区南烏山１丁目３０－４ 03-5317-2662

ヘアスペース　髪風染 葛飾区柴又４丁目９－１３ 03-5693-1406

ビューティ　エレガンス 葛飾区南水元１丁目１５－１４ 03-3608-7853

美容室　とまと 葛飾区南水元１丁目２２－２ 03-5660-1851

美容室　レモンハート 葛飾区東堀切１丁目２１－１０ 03-3838-3686

美容室　イングリッド 葛飾区亀有４丁目２８－２ 03-5650-2303

美容室　シェイプ 葛飾区亀有３丁目１５－１１　プルミエール　２Ｆ 03-5680-0594

ＢＥＴＴＹ－ＡＲＭＳ－ＨＡＩＲ 葛飾区水元２丁目５－２０ 03-3627-6203

美容室　ＢＩＪＩＮ 葛飾区亀有３丁目３３－１ 03-3603-2232

美容室　ＳＥＮＳ 葛飾区東金町３丁目１６－４　井口ビル１Ｆ 03-3608-5189

ふれんど　美容室 葛飾区青戸８丁目２－５ 03-3604-3086

美容室　パロット 足立区大谷田１丁目２５－３ 03-5682-0011

美容室　ちゃあみん 葛飾区柴又１丁目４３－１５ 03-3627-7623

ヘア・メイク　アージュ 葛飾区東金町１丁目１１－２ 03-3608-4666

Ｈａｉｒ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ａｐｐｅｇｒ 葛飾区亀有３丁目１４－８　シャルムＫ　１Ｆ 03-3604-5561

ヘアーギャラリー　バレンチノ 葛飾区お花茶屋３丁目６－１ 03-3690-6797

モリオフロムロンドン　成増１号店 板橋区成増２丁目１９－３ 03-3975-1559

モリオフロムロンドン　成増３号店 板橋区成増２丁目２１－２１ 03-5997-2500

モリオフロムロンドン　原宿本店 渋谷区神宮前１丁目１１－１１　グリーンファンタジアビル　２Ｆ 03-3408-5110

サロンド　ロワール 足立区大谷田１丁目３－１ 03-3605-1426

美容室　ポリッシュ　ヘアーメイク 葛飾区金町３丁目６－６　木村ビル１Ｆ 03-5660-3504

ＰＲＩＤＥ・ＲＩＳＥ 葛飾区亀有５丁目３７－５　松尾ビル　１Ｆ 03-5849-8655

Kanamachiびようしつパシアンス 葛飾区東金町１丁目４２－１０　金町ビル２Ｆ 03-3608-7097

グラージュ　ヘア 江戸川区西小岩１丁目２７－２９ 03-5668-9180

Ｒｅｆ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 葛飾区亀有５丁目１９－５　ＲＡＦＦＩＮＥ石蔵１Ｆ 03-5849-3767



店舗名 住所 電話番号

ビューティスポット　ピュア 葛飾区東金町１丁目１６－２ 03-3609-7755

Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｈｅｒｉｓｈ 葛飾区亀有３丁目２６－２　リリオ壱番館１０２ 03-6662-6791

Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｍｏｍｏ 葛飾区亀有５丁目３７－１１　金城ビル１０３ 03-5849-3988

美容室　髪衣庵 葛飾区高砂５丁目３９－３ 03-3609-6778

Ｃｏｍｏｄｏ 葛飾区亀有５丁目２０－８－１０３ 03-6802-6676

ｅｓｐａｃｉｏ 大田区田園調布２丁目３５－１３ 03-6659-7850

Ｐｒｉｍｅ 渋谷区渋谷２丁目２－４　青山アルコープ４０４ 03-6427-1438

モリオフロムロンドン　池袋店 豊島区南池袋３丁目１３－１７　ＨＡＳＨＩＴＡ５ビル１Ｆ 03-3988-1100

恋する毛髪研究所 葛飾区東金町１丁目１７－１０ 03-5876-6636

ボブ美容室 葛飾区亀有２丁目５７－１ 03-3690-1688

スワン 葛飾区水元５丁目１７－１０ 03-3607-7481

ピアフ 江戸川区西小岩５丁目１１－１４ 03-0000-0000

ルーチェ 葛飾区亀有４丁目１７－３　臼倉マンション１Ｆ 03-6315-2707

ＡＫＡＲＵＩ　ＨＡＩＲ　ＳＨＯＰ 荒川区東日暮里４丁目３５－１２ 03-5615-0240

シンプル　アイディア　リラックス 渋谷区恵比寿西１丁目１５－１０　横芝ビル２Ｆ 03-6416-1988

恋する毛髪研究所　立石ラボ 葛飾区立石７丁目３－１６ 03-6657-6669

Luca Kameari Salon 葛飾区亀有５丁目１８－１１－１Ｆ

シャンプー 江東区亀戸２丁目１２－５　１Ｆ

美容室　カナロ 江戸川区松島３丁目４６－６－１Ｆ 03-3653-7558

五味　美容室 江戸川区松江２丁目８－２ 03-3652-5825

サロンド　パール 江戸川区松江３丁目２０－１ 03-3651-7189

ビューティサロン　しいばし 江戸川区松江１丁目１－２６ 03-3656-8786

スピック　メグレール 江戸川区平井４丁目１１－５　マルヘイビル　３Ｆ 03-3684-9826

ハーズ　ヘア 江戸川区平井２丁目２５－１０ 03-3684-6847

ノザワ　美容室 江戸川区平井６丁目４７－９ 03-3619-7259

ビューティサロン　スズキ 江戸川区江戸川３丁目４０－２５ 03-3670-4945

ヘアブテック　ＦＡＭＥ　メトロ店 江戸川区西葛西６丁目７－３－５０ 03-3687-7766

エンドー　美容室 江戸川区中央２丁目１７－４ 03-3653-6793

テル　美容室 江戸川区江戸川２丁目２２－１０ 03-3678-3320

アン　美容室 江戸川区平井４丁目９－２２－１０２ 03-3684-1001

すずき　美容室 江戸川区西小松川町３４－１０ 03-3653-4341



店舗名 住所 電話番号

チャーム　美容室 江戸川区中央２丁目１５－６ 03-3652-8924

みどり　美容室 江戸川区一之江６丁目６－５ 03-3651-4067

ビューティ　チアフル 江戸川区船堀３丁目１４－２０ 03-3680-1780

ひぐち　美容室 江戸川区江戸川５丁目２６ 03-3686-4954

ヨミコ　美容室 江戸川区西瑞江５丁目１－１８ 03-3688-0513

ヤスエ　美容室 江戸川区東瑞江２丁目１３－３７ 03-3670-6334

ビューティ　桂 江戸川区松江３丁目１７－６ 03-3652-3106

ビューティサロン　桂 江戸川区船堀７丁目１１－１７ 03-3689-2945

ＺＡ’Ｓ　平井店 江戸川区平井４丁目１１－６－Ｂ１ 03-3637-7982

ｈａｉｒ－ｍａｋｅ　Ｊ．Ｊ 江戸川区西一之江３丁目３９－３０ 03-3652-2275

hair make Tres 江戸川区東葛西５丁目６－５　コーピアス１Ｆ 03-3689-1445

美容室　クォーター 江戸川区西葛西５丁目１－９　ウスイビル　２Ｆ 03-3686-4907

カットハウス・ポロ 江戸川区西葛西８丁目１１－２ 03-3675-3985

美容室　パリ 江戸川区西葛西７丁目１６－５ 03-3688-8797

ヘアーショップ　ＹＯＵＲ　ＲＯＯＭ 江戸川区北葛西４丁目１３－１２ 03-3686-9850

美容室　レクラン 江戸川区中葛西８丁目５－２２ 03-3877-2709

スター　美容室 江戸川区東葛西８丁目６－３ 03-3680-5542

ビューティサロン　シャローム 江戸川区東葛西６丁目１８－１０ 03-3877-3730

ａｎｇｅ 江戸川区中葛西３丁目３５－４　シャイン浜１０１ 03-3687-9296

美容室　アルファ 江戸川区平井３丁目２３－１０　リキパレス１Ｆ 03-3637-2336

ＢＵＢ　Ｈａｉｒ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 江戸川区平井３丁目２３－１１ 03-3684-9047

ビューティ　パリデージー 江戸川区平井５丁目８－８ 03-3610-3010

ｅｓｐａｃｏ 江戸川区平井５丁目２６－３　貝塚ビル　１Ｆ 03-3619-0847

フーアーユ 江戸川区西葛西３丁目１５－１７　平塚ビル　２０１ 03-3689-8190

クラブカット　ヤナセ 江戸川区中葛西４丁目１－８　第２中里ビル　１Ｆ 03-3877-2880

ヘアーメイク　リニュー 江戸川区西葛西６丁目２３－２０　ローズハイツ　１Ｆ 03-5675-5565

美容室　オレンジ・ポップ 江戸川区船堀３丁目５－７　トキビル　３Ｆ 03-3689-6145

ヘア＆エステ　ドウ．アンティ 江戸川区西一之江３丁目１４－３ 03-3656-5226

カットスタジオ　ジャンクス 江戸川区西葛西３丁目１３－４－１Ｆ 03-3878-5422

ＯＺ　ｆａｃｔｏｒｙ 江戸川区船堀３丁目５－１６　ＫＵＲＡ　Ｂ．Ｌ．Ｄ　１Ｆ 03-5659-1768

ａｒｔｉｓｔａ 江戸川区中葛西３丁目１１－１５　グランアムール　１Ｆ 03-5679-8800



店舗名 住所 電話番号

美容室　あどん 江戸川区西葛西１丁目９－８ 03-3686-9857

サンライズ　美容室 江戸川区松江２丁目３３－３ 03-3652-5386

アーリア・ディ・コローレ 江戸川区松江１丁目５－２０－２Ｆ 03-3656-5921

シュヴー　西葛西店 江戸川区西葛西５丁目１１－１５　ベイシティ西葛西　１Ｆ 03-5667-7333

アップル　ツリー 江戸川区松島３丁目１５－２ 03-3656-4870

プラウドリー 江戸川区南葛西２丁目３－１８－１Ｆ 03-3688-3393

ジャンクス・アットホーム 江戸川区一之江４丁目１－２２ 03-3653-3233

美容室　ＬＥＡＦ 江戸川区中央２丁目１５－１２ 03-3656-5739

ＳＴＩＬＬＡ　Ｓａｐｏ 江戸川区平井４丁目１２－１６　ＹｓＲＥＶＥ－１Ｆ 03-3682-6092

Ｌｅ　ｃｈａｔｅａｕ 江戸川区中葛西３丁目１６－１１　オザリヤ葛西１号 03-3686-1022

サロンド・エム 江戸川区瑞江３丁目２０－６ 03-3698-5256

ハーモニー 江戸川区西葛西６丁目２１－１４ 03-3804-2742

ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｃｏｔｔｏｎ 江戸川区一之江３丁目１１－７ 03-5662-1440

ＡＣＨＡ 江戸川区西葛西６丁目２２－２３　ハイネスモリタ　１Ｆ 03-5675-2675

ザ・シャンプ 江戸川区北葛西１丁目２１－１３－２Ｆ 03-3680-8338

船堀マツヤサロン美容室 江戸川区船堀４丁目１－１ 03-5676-6221

ビューティサロンよしえ 江戸川区西小松川町３５－３ 03-3651-1527

ル　ジャルダン　葛西店 江戸川区東葛西６丁目４－１８ 03-5667-6515

ｆｉｎｏｌ 江戸川区平井５丁目１４－７ 03-6657-5104

ササキ　美容室 江戸川区船堀２丁目４－１ 03-3675-9829

すずき美容室 江戸川区小松川２丁目４－５－１０５ 03-3681-5664

シャンプーサロン若草 江戸川区東小松川２丁目２８－１５ 03-3656-5816

ＣｏｃｏｒｉｃＨ 江戸川区一之江５丁目２－１４－１Ｆ 03-6231-4933

みよし　美容室 江戸川区鹿骨１丁目２３－６ 03-3698-4566

亀田　美容室 江戸川区南小岩６丁目２０－１１ 03-3657-4336

ＹＯＫＯＴＡ　小岩店 江戸川区西小岩１丁目２５－１４　第３ソレイユ７番館２Ｆ 03-3672-5441

ビューティサロン　飯塚 江戸川区南小岩５丁目１４－９ 03-3659-0046

サロンド　フジエ 江戸川区下篠崎町７－６ 03-3676-1280

マグノリヤ　美容室 江戸川区南小岩８丁目１０－６ 03-3657-6527

ジュン　美容室 江戸川区上篠崎１丁目１－１６ 03-3670-9019

ジョイフル　美容室 江戸川区下篠崎町１３－１２ 03-3676-4781



店舗名 住所 電話番号

ユウ　美容室 江戸川区南篠崎町５丁目９－６ 03-3677-4748

葉梨　美容室 江戸川区東小岩２丁目１２－２０ 03-3650-5401

ミクニ　美容室 江戸川区東小岩５丁目５－５ 03-3658-3920

山本みつ子　美容室 江戸川区篠崎町１丁目４－１２ 03-3677-6118

サロンド　シエン 江戸川区南小岩２丁目４－４３ 03-3672-7237

ヴァージンヘア　ウェーブ　ＦＫ 江戸川区東小岩４丁目９－３　コーポ南　１Ｆ 03-3672-5308

マツコ　美容室 江戸川区南小岩１丁目１０－８ 03-3659-1932

初美　美容室 江戸川区東松本１丁目１２－３ 03-3659-6897

美容室　ヒロ 江戸川区北小岩２丁目２８－１２ 03-3673-1825

癒し育み研究所 江戸川区南小岩６丁目２９－１４　トミザワビル１Ｆ 03-3657-8411

ビューティスポット　ＫＯＫＯ 江戸川区西小岩５丁目１０－２４ 03-3659-4180

ヘアスタジオ　アート１ 江戸川区松本１丁目３－１３　スカイマンション　１Ｆ 03-3674-5211

ミト　美容室 江戸川区下篠崎町１２－５ 03-3676-4988

ナオ　美容室 江戸川区北小岩６丁目３１－９ 03-3650-7033

ビューティサロン　友 江戸川区鹿骨２丁目１７－１０ 03-3676-0792

美容室　ナムジュ　ネクスト 江戸川区本一色２丁目２－１４　ハイム本一色 03-5662-2607

ビューティサロン　葵 江戸川区南篠崎町１丁目２５－２５ 03-3677-8528

美容室　たかはし 江戸川区西小岩３丁目３１－２ 03-3672-1360

美容室　studio VOL.1 江戸川区篠崎町７丁目２４－６　パークサイドビル２Ｆ 03-5666-6456

美容室　エスポワール 江戸川区東小岩１丁目２－９ 03-3658-0495

美容室　ル・アンジェ 江戸川区西小岩４丁目３－２２　メゾンエクセル神尾ビル 03-3657-8507

オカ　美容室 江戸川区西小岩１丁目６－２５ 03-3659-3479

美容室　美人館 江戸川区西小岩１丁目２７－７ 03-3650-7466

ビューティサロン　橋本 江戸川区東瑞江１丁目３０－３ 03-3676-1330

ａｇｒｅ　ａｂｌｅ　ＲＩＣＨ 江戸川区東瑞江１丁目２９－５　ビーンズビル　２０１ 03-3678-0784

美容室　ラヴニール 江戸川区南小岩３丁目７－１４ 03-5693-5808

ジュン　美容室 江戸川区西小岩１丁目２７－３０　関根ビル　２Ｆ 03-5694-5611

サロンド　シェスタ 江戸川区松本１丁目６－１８ 03-3674-7547

マーシャル　美容室 江戸川区西小岩１丁目２９－１２－２Ｆ 03-5668-0192

ビューティ　とちの 江戸川区北小岩６丁目３７－１３ 03-3672-8448

アーティ＆コー 江戸川区西小岩１丁目２４－１５－１０１ 03-3672-3337



店舗名 住所 電話番号

ＣＯＬＬＡＧＥ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ 葛飾区西新小岩１丁目４－１－１０４ 03-5670-7300

カット　イン　ベラ 江戸川区春江町３丁目３６－１６ 03-3676-0436

ヘアーメイクゾーン　セット　アップ 江戸川区西小岩１丁目２７－２３　スリーハイツ　１０１ 03-3672-8691

りら　美容室 江戸川区上一色２丁目１７－２６ 03-3654-6303

美容室　マイン 江戸川区西小岩３丁目３４－１５ 03-5668-3708

ビューティサロン　悦子の店 江戸川区南小岩３丁目５－１３ 03-3672-7243

ヘア　メイク　パウダー 江戸川区南小岩６丁目２８－１０ 03-5668-2585

Ｈａｎａ・ｙｕｉ 江戸川区鹿骨４丁目３０－１８ 03-6638-0277

ｃｕｒｅ　小岩店 江戸川区西小岩１丁目２１－２０－２Ｆ 03-3672-7356

Ｈａｉｒ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｅｎ　ｃｒｏｉｘ 江戸川区南篠崎町３丁目２－７　ＭＳコスモス　１Ｆ 03-5666-8080

ラ・ヴェルデ 江戸川区上篠崎４丁目２３－１－１０２ 03-5666-5970

ビューティサロン　みずえ 江戸川区東瑞江３丁目４５－１１ 03-3698-2650

Ｐａｒｆａｉｔ 江戸川区南小岩７丁目１７－１－１Ｆ 03-6458-0125

ＥＧｏＮ　ｈａｉｒ　ｇｒａｎｄ 江戸川区西小岩１丁目２０－８　丸昌ビル１Ｆ 03-6458-9925

ケンズ美容室 葛飾区細田５丁目９－１５　クオリティパレス１０１ 03-3659-4166

hair　foresta 江戸川区西小岩５丁目６－５ 03-5876-8123

チックス・ヘアー 江戸川区西小岩３丁目３２－１１－１０６ 03-5668-7221

アトリエファーブ 江戸川区南小岩７丁目７－５　プレズィール１Ｆ 03-5876-8185

Ｂｅｒｏｎｉｃａ 葛飾区新小岩１丁目３２－５ 03-3653-7739

美容室ウィズ１０５ 江戸川区興宮町１０－１７ 03-3651-0105

ビューティ　メイク　ラビアン 葛飾区新小岩１丁目２５－９ 03-3656-3031

ニューオークラ美容室 江戸川区西小岩１丁目１２－１７－２Ｆ 03-3672-4359

Ｅａｒｌｙ　Ａｒｒｏｗ 江戸川区北小岩６丁目５－１ 03-5612-5006

Ｌａｎｉ　Ｏｚｏｒａ 江戸川区西小岩２丁目１９－１３　小岩ミシェル１０２ 03-6801-7386

あんべりーる 江戸川区篠崎町２丁目９－１０　芹野ビル２Ｆ 03-5879-7696

Ｂｅｌｌｅｎａ 江戸川区西小岩４丁目１４－２３　北見ビル１階 080-7344-3737

わかくさ美容室 立川市柴崎町３丁目１３－１５ 042-526-1777

モーレ美容室 昭島市郷地町２丁目３０－３ 042-544-0888

ヒロセ　美容院 立川市錦町１丁目５－２ 042-522-5620

ポニー　美容室 立川市富士見町１丁目３１－２０ 042-521-0522

みか　美容室 立川市富士見町５丁目５－５ 042-523-4710



店舗名 住所 電話番号

ユ－ウ　美容室 立川市富士見町４丁目３－９ 042-523-0928

マスミ　美容室 国立市東２丁目５－１９ 042-572-0778

国立ローレル　美容室 国立市西２丁目４－１２ 042-576-3800

ＯＵＣＨＩ　ＨＡＩＲ 立川市高松町２丁目２－１４ 042-849-3194

ビューティ　村上 立川市若葉町１丁目８－１ 042-536-1154

ビューティふくおか 立川市若葉町３丁目５－４ 042-537-0527

すみれ　美容室 昭島市玉川町４丁目３－６ 042-541-5068

ぐれーぷ　美容室 昭島市中神町１１６１－４６ 042-545-2913

美容室　ニシカワ 昭島市上川原町２丁目１４－１２ 042-544-0952

美容室　らん 昭島市上川原町２丁目１２－１ 042-543-8555

美容室　ラヴ 昭島市昭和町４丁目５－４０ 042-545-2378

ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｗｉｌｌ 立川市曙町２丁目３２－７ 042-524-1137

ビューティ　やまもと 立川市曙町３丁目２７－４１ 042-523-2973

ビューティ　のもと 立川市栄町５丁目３７－５ 042-536-3378

パル　美容室 国立市中１丁目１０－８　ノア国立ビル　１Ｆ 042-575-4285

美容室　オオタニ 昭島市玉川町３丁目２４－１１ 042-543-3021

ビューティサロン　華 立川市高松町３丁目３２－２４ 042-527-3931

ハリウッド　美容室 昭島市中神町１２４４－１１ 042-545-6952

ヘアーブティック　オブジェ 昭島市朝日町１丁目５－１０ 042-544-3833

ビューティサロン　川池 昭島市拝島町１丁目１７－１０ 042-543-1865

ＳＴＵＤＩＯ－ｅｆ 国分寺市南町２丁目１４－１２ 042-326-1655

ビューティ　若草 昭島市松原町４丁目８－２４ 042-543-2763

美容室　まりも 昭島市中神町１１３７－１１７ 042-542-5582

ヘアーエステ　生久未 昭島市松原町１丁目２５－５ 042-545-3315

美容室　ＧＲＡＮＤ　Ｍａｒ’ｓ 立川市柴崎町３丁目１３－２２　サトルセゾン　１Ｆ 042-521-5500

Ｊ－ｄａｓｈ　国立店 国立市中１丁目１０－３２　Cube kunitachi101 042-573-4211

美容室　ＡＮ’ＴＩＡ　拝島店 福生市熊川１３９６ 042-553-5558

フィズ　ヘアー 立川市柴崎町３丁目１０－６　市川ビル１０１ 042-512-9766

美容室　アルテ 国分寺市泉町３丁目３７－３１ 042-328-0161

ラッシェル　アンジュ 小金井市本町１丁目８－１１　アーバン武蔵小金井 042-384-9907

美容室　ラーク．スパー 国分寺市本町３丁目１４－１１　スカイハイツ　１Ｆ 042-326-2551



店舗名 住所 電話番号

美容室　ランコントレ 国分寺市本多１丁目５－５　坂本ビル　１０２ 042-323-9962

イーアール　ヘアメイクデザイン 昭島市東町１丁目２－２　東町ビル　１Ｆ 042-545-7640

ｄｕ－ｅ 国分寺市南町３丁目８－１９　グランシャリオ国分寺一番館　１Ｆ 042-359-6328

モンテ　ヴェルデ 小金井市本町５丁目１９－７　マノワール武蔵野　１Ｆ 042-380-5530

ヘアーサロン　ペアー 昭島市中神町１１５７－１９ 042-541-4636

ドューエ　三鷹店 三鷹市下連雀３丁目２９－８　リメール三鷹　１Ｆ 0422-70-5051

Ｈａｉｒ　Ｔｏｒｔｕｅ 立川市錦町１丁目４－２０　粕谷ビル　１Ｆ 042-522-8811

ＭＡＧＩ－ＲＯ 立川市曙町１丁目１２－２４　スクスクビル　１Ｆ 042-529-1225

美容室　ジル 昭島市中神町１１６２－１０ 042-543-2727

ＡＬＵＸ 国立市中１丁目１６－２０－２Ｆ 042-573-9923

ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　ＤＯＯＲ 小金井市本町５丁目１１－７　ＫＩメインビル　１Ｆ 042-385-0688

Ａｒｔｙ－Ｒｅｌｉｅｖｅ 立川市柴崎町２丁目６－５　青木ビルディング　１０２ 042-528-3883

美容室　アニー 昭島市中神町１１８６－１　メゾンカルム　１Ｆ 042-546-1865

美容室　３１６ 立川市富士見町２丁目１２－７ 042-522-1313

ＰＥＥ－ＷＩＴ 国分寺市本多２丁目１６－２２ 042-326-5055

㈱ジュノン 小金井市本町２丁目６－９　チェレスタＴ３Ｆ 042-383-2971

サロン・ド・ユウ 立川市高松町２丁目３８－４ 042-528-2985

ＥＤＧＥ 小金井市本町３丁目５－３ 042-316-4933

Ｊａｓｍｉｎ 昭島市宮沢町４７５－１ 042-544-6403

ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　ｈｏｕｍ． 国立市中１丁目１－１　ハイム国立壱番館 042-505-4086

ＦＡＬＣＯ．ｈａｉｒ 小金井市本町５丁目１１－７　第一国土ビル２Ｆ 042-385-6472

ビューティあき 国分寺市内藤２丁目６－２０ 042-576-4871

花椿美容室 国分寺市本町２丁目３－２ 042-321-6739

アプリコット美容室 国分寺市日吉町３丁目３１－１３　第２フラワーマンション１Ｆ 042-573-9645

美容室アン 国分寺市南町３丁目１５－１ 042-321-4368

ＣＲＥＡＭ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ 国分寺市本町４丁目１－１０ 042-359-3186

Ｋｅｓｈｉｋｉ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 立川市錦町１丁目３－１４　北井ビル１Ｆ 042-595-7885

ｇｉｒｌｅｔｔｅ 昭島市朝田町１丁目１１－６ 090-8508-3455

ＰＬＵＳ縁 国分寺市日吉町２丁目２８－１ 042-505-5814

ｐｌｅｃｏｏｚｅ 立川市高松町２丁目１６－１１　ルーエハイム榎戸１Ｆ 042-595-7743

有限会社ドゥ・ボーテ 小金井市梶野町５丁目１－７ 042-383-8739



店舗名 住所 電話番号

Ｈａｉｒ　＆　Ｍａｋｅ　Ｓｅｅｋ 立川市柴崎町３丁目７－２４　ＭＹビル３Ｆ 042-512-8419

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｓａｃｏ 立川市柴崎町２丁目１１－１－３Ｆ 042-512-5684

ｌｉ’ａ 国立市東１丁目１８－６　宝千ビル２F 042-505-8966

山野愛子美容室 立川市錦町１丁目１２－１　ホテル日航立川 042-595-6824

ｐｒｅｓｔｏ　ｈａｉｒ 小金井市梶野町５丁目２－２４　東第２つくばビル 042-384-1642

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｓｅｅｋ　ｎｅｘｔ 立川市柴崎町３丁目７－２４　ＭＹビルＢ１ 042-506-0419

まつ毛エクステサロン　ホワイトジュエル 国立市東１丁目１－２９　第２いちやまハイツ５０１ 042-505-5166

Ｏｎｅ’ｓ～ビューティー＆リラックス～ 国分寺市東戸倉２丁目１０－２０　ヒルズガーデン恋ヶ窪 080-8180-6705

ビューティ吉田 昭島市福島町９１０－１６ 042-543-3293

クイーンズラボ　キプラ 国分寺市東恋ケ窪５丁目１７－１２　エッセコイマチ１Ｆ 042-323-7906

ヴィアコスタ 国分寺市東恋ケ窪５丁目１４－１　アメニティ９８ 042-329-4210

（未定） 国立市東１丁目７－９　国立写真ビル２Ｆ

美容室シンフォニー 武蔵村山市伊奈平５丁目８３－６ 042-560-5188

ビューティサロン　かの 八王子市平岡町２８－１ 042-626-1633

美容室　青木 八王子市越野３－１７ 042-676-8325

雨宮　美容室 八王子市小門町２－１４ 042-622-3409

雨宮　美容室 八王子市高尾町１５４７ 042-661-0207

サロン・ドゥ・想 八王子市初沢町１２６２　シャンゼール高尾　１Ｆ 042-667-8033

タマ　美容室 八王子市東浅川町８７９－１０ 042-665-4591

美容室　ハシモト 八王子市中野上町４丁目３２－２１ 042-623-1409

美容室　ハシモト 八王子市南新町１３－１４ 042-622-3065

レシャン・アベ 八王子市八幡町３－１８ 042-626-7047

さゆり　美容室 八王子市初沢町１２３１－１７ 042-664-2601

タマ　美容室 八王子市東浅川町２１８ 042-661-7111

斉藤　美容院 八王子市東町１２－３　斉藤ビル４Ｆ 042-642-2011

神山　美容室 八王子市東町１３－５ 042-645-1190

さつき　美容室 八王子市万町３７ 042-623-1049

ビューティック　英容 八王子市八日町６－３　クリオ八王子　１０１ 042-626-1466

ビューティサロン　シミズ 八王子市中野上町３丁目５－１６ 042-625-2034

フチガミ　美容室 八王子市楢原町４５９ 042-624-6820

カット＆パーマ　スタジオ　キャッスル 八王子市上野町２３－２３ 042-626-1462



店舗名 住所 電話番号

サロンド　ヴォーグ 八王子市東浅川町５６２－７ 042-665-4939

スタイリッシュスペース　リズ 八王子市千人町２丁目１９－２０　山下ビル　１Ｆ 042-663-3161

美容室　ヒロセ 八王子市片倉町７０６－４　ホワイトウィング片倉Ⅱ 042-637-6366

Ｆｏｒｍｅ 八王子市長沼町２７１－６　サバーブス菱山　１Ｆ 042-636-8418

Ｏｒａｎｇｅ 八王子市めじろ台３丁目３７－１８－１Ｆ 042-662-5431

すずらん　美容室 八王子市明神町３丁目７－４ 042-645-2892

ビューティショップ　愛 八王子市狭間町１４５０－２ 042-664-6978

モガ　ヘア＆メイク 八王子市子安町３丁目７－１３　モトビル　２Ｆ 042-626-2341

ニューアラーム　美容室 八王子市平岡町３７－３ 042-626-1691

美容　リンツ 八王子市中野町２７６２－３ 042-626-7748

ビューティ　ヨーコ 八王子市楢原町１０８０－１０ 042-623-4179

ヘア＆メイク　ＳＥＥＫ 八王子市旭町１２－１８　ひのき八王子ビル 042-644-5942

クレッシェンド 八王子市横山町６－６ 042-646-6765

ＷＩＳＨ 八王子市めじろ台２丁目６６－７ 042-665-3524

おかべ　美容室 八王子市犬目町４８３－１１ 042-626-4483

Ｊｕｎ　Ｇｒｅｃｏ 八王子市追分町７－１１　アサヒ八王子マンション　１Ｆ 042-628-1185

泉　美容室 八王子市片倉町４９１－１ 042-635-3886

ビューティサロン　クララ 八王子市泉町１３０５－１３ 042-626-6426

Ｓｅｅｍ 八王子市長房町４５０－３０ 042-657-1207

サチ　美容室 八王子市中野町２５４３－８ 042-623-5966

美容室　ＢＯＯＭ 八王子市別所１丁目９－６ 042-679-1255

ソシアル　里奈 八王子市中野上町４丁目４－１９ 042-625-6970

リサ　美容室 八王子市中野町２６３４－１３ 042-624-5123

パール　美容室 八王子市戸吹町１９４ 042-691-0622

ぐりーん　はうす 八王子市散田町４丁目２－９ 042-661-0843

トップモード　現代 八王子市千人町２丁目２０－１４－２Ｆ 042-661-5288

ヘアーメイク　さくら 八王子市打越町１１９３－１　スターハイツ　１０２ 042-635-2684

レシャン　クラベル 八王子市散田町３丁目９－１５ 042-667-5030

サロンドゥ　ジャンチ 八王子市元横山町２丁目１０－１１ 042-646-7563

美容室　ソレイユ 八王子市千人町２丁目１６－１－Ｂ１０５ 042-662-7310

グレース　美容室 八王子市川口町１１５１－６ 042-654-7061



店舗名 住所 電話番号

美容室＆エステ　ソークレール 八王子市三崎町１－１２ 042-625-2014

ビューティサロン　オマタ 八王子市大楽寺町４７７－１４ 042-622-3312

山野愛子美容室　八王子店 八王子市旭町１４－１　京王プラザホテル八王子 042-656-6180

すぺーす　ぷれぜんつ　高尾店 八王子市東浅川町５４８－１　ドエルクラＤ 042-669-0696

美容室セラ 八王子市台町４町目４７－８　豊徳エルム２４８　南２Ｆ 042-663-4877

アトリエ　グリーン 八王子市楢原町１１５６－１ 042-623-7388

美容室　ＦＬＡＴ 八王子市下柚木２丁目１２－１ 042-678-4649

美容室　ＢＯＯＭ　Ｓｔｕｄｉｏ　南大沢店 八王子市南大沢２丁目１７－８ 042-670-2595

美容室　フォーラム 八王子市千人町２丁目３－７ 042-662-2254

ヘアーライフ　グルーヴィ 八王子市絹ケ丘２丁目１９－１５ 042-636-3541

美容室　フォーラム　山田駅前店 八王子市緑町６０４－１　ハイブリッジマンション　１Ｆ 042-622-4345

ＬＵＣＫ 八王子市東中野１１－２ 042-657-1207

ケア・フィール 八王子市明神町４丁目１－２２ 042-646-2757

ビューティ　アイセル 八王子市南陽台１丁目１２－１２ 042-676-2372

髪結　さくら 八王子市大塚６２２－９ 042-675-1778

美容室　ワンズワン 八王子市別所１丁目１－１１　アーバンコア堀之内　１Ｆ 042-677-5777

ヘアスタジオ　風 八王子市子安町１丁目１１－８ 042-642-0299

ビューティサロン　イブ 八王子市八木町３－１３ 042-623-3420

ワカバ　美容室 八王子市上壱分方町２２２－７ 042-652-0090

美容室　ＢＯＯＭ　Ｓｔｕｄｉｏ　みなみ野店 八王子市みなみ野３丁目３１－２２ 042-636-1022

美容室　ピュア 八王子市横山町１１－１　ファウントビル　３Ｆ 042-646-9838

美容室　パタティパタタ 八王子市台町１丁目２７－２ 042-655-6309

ヘアスタジオ　タイム 八王子市子安町４丁目３－１７　ノアールビル　１Ｆ 042-627-3303

ヘアスタジオ　タイム 八王子市明神町４丁目１１－９ 042-642-8808

ヘアスタジオ　タイム 八王子市台町４丁目４４－１０　西八平沼ビル　１Ｆ 042-665-0031

Ｃｕｔ　ｉｎ　シザーズ 八王子市長沼町５８－２３７ 042-636-0155

カルム 八王子市中町３－８ 042-631-5789

Ｈ　Ｂｌａｎｃａ 八王子市本町１２－８－１Ｆ 042-686-0988

美容室　プライム 八王子市西片倉２丁目６－１６　ラベニール　１０２ 042-635-3978

美容室　ろ和～る 八王子市中野山王３丁目５－２４　山王ビル　１Ｆ 042-626-6216

ビューティショップ　ゴトウ 八王子市大楽寺町３５８－８ 042-624-4595



店舗名 住所 電話番号

美容室　セン 八王子市丹木町３丁目２１１－７ 042-696-7526

髪工房　ｒｅｐｏｓ 八王子市みなみ野４丁目１－２　はせ川ビル１Ｆ 042-636-0308

ヘア＆メイク　アクティ 八王子市散田町３丁目９－３－１Ｆ 042-669-2690

ヘアースペース　ちょきちょき 八王子市大楽寺町５１６－１２　河内ビル　１Ｆ 042-623-8078

ＦＩＸ　ヘアークリニック 八王子市明神町４丁目８－３　ＳＩＣビル　２Ｆ 042-642-5898

美容室　ＵＰショウ 八王子市西寺方町７１２－６５ 042-651-3467

サロン　ド　トシ 八王子市日吉町１８－８ 042-626-7840

ヘアースタジオ　カワムラ 八王子市中野上町２丁目２９－７ 042-622-8615

美容室　フロル 八王子市横山町８－６　ライオンズマンション２番館　１０１ 042-644-4417

アルテミス 八王子市明神町３丁目２５－７ 042-646-3379

ヘアーライフステーション　ソラ 八王子市並木町８－１５　サンライズ１０２　１Ｆ 042-668-5004

美容室　チェリー 八王子市散田町３丁目８－２３ 042-667-6614

ビューティサロン　デイーズ 八王子市横川町４４４－２ 042-627-2777

ｃａｐｅｌｌｉ 八王子市大楽寺町４０９－５ 042-620-2481

美容室　アル・ドゥール 八王子市旭町１－１８ 042-644-3022

Ｆチェリー 八王子市横山町２１－１２－１Ｆ 042-648-3572

ビューティサロン　チャンピオン 八王子市初沢町１２２７－４－Ａ２１４ 042-665-4920

Ｋｏｔｏｈａｒｉ 八王子市子安町１丁目３２－１６ 042-645-2414

美容室　Ｄａｉｓｙ 八王子市横川町１０９８－７ 042-690-0376

Ｈａｉｒ＆Ｎａｇｏｍｉ　ＴｏＭａｓ 八王子市東町１－６７ 042-631-1083

ｎｉｃｏ 八王子市下柚木１５２５－１２ 042-678-7286

モード　美友 八王子市戸吹町１３８８－１０ 042-691-9754

Ｚｉｐ 八王子市大和田町６丁目１４―７　藤森ビル　１Ｆ 042-656-6360

美容室　Ｌａｐｉｓ　ｌａｚｕｌｉ 八王子市狭間町１４５５－３　清水ビル　１０３ 042-665-3741

ヘアーエステ　マーブル 八王子市本町１５－８　トーシン八王子本町　１Ｆ 042-623-6714

ヘアーアート　グレースフル 八王子市三崎町９－１　第２浅井ビル　１Ｆ 042-624-7388

アクシア　ヘアーデザイン 八王子市めじろ台１丁目９－１ 042-662-5566

美容室　かたつむり 八王子市横川町５９１－８ 042-624-5891

美容室　アペリオ 八王子市散田町３丁目１８－１ 042-667-6555

ＫＡＭＩＹＵＩ　ＢＯＯ 八王子市千人町３丁目１８－１５　ハマナカ店舗Ａ号室 042-686-2522

Ｇｒｅｅｄｙ 八王子市明神町３丁目１０－４　ホウシンハイムⅢ 042-649-9163



店舗名 住所 電話番号

美容室　ＭＯＲＥ 八王子市長房町１４６７－７ 042-668-0781

Ｓｗｉｔｃｈ 八王子市千人町３丁目１５－２２ 042-668-1444

ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ａｒｓ 八王子市中町３－１０　第３今泉ビル　２Ｆ 042-631-9330

おぎさわ　美容室 八王子市明神町２丁目２０－９ 042-642-6962

ｏｎｅ　ｐｉｅｃｅ 八王子市横山町１８－２　フォーリア　１Ｆ 042-627-0727

みちくさ美容室 八王子市狭間町１４５１－５ 042-666-2277

ヘアーサロンＡ－Ｊｕ 八王子市子安町４丁目９－１０ 042-644-1750

美容室ＵＮ　Ｄｅｕｘ 八王子市三崎町６－１２　サンクレイドル八王子三崎町１０１ 042-634-8038

ボムス高尾店 八王子市初沢町１２２７－３　京王高尾ビル２Ｆ 042-668-0544

hair Realiza 八王子市楢原町５６７ 042-622-9885

Ｈａｉｒ　Ｃｈａｍｂｒｅ 八王子市散田町５丁目５－３ 042-697-3699

Ｌａｖｉｅｒｅ 八王子市横山町２５－９　ツカキスクエア１Ｆ 042-649-9383

ｆａｔｅ 八王子市台町４丁目４５－１７　飛鳥ハイツ西八王子１０２ 042-629-9962

美容室パトス 八王子市明神町３丁目２－１　ＹＵＡＲＫＳ１Ｆ 042-645-7376

ＬＩＬＡＣＥ　ＨＡＩＲ　ＬＯＵＮＧＥ 八王子市南大沢２丁目１３－４　田中ビル１０１ 042-653-9238

美コンシャスプラチナルーム 八王子市松木３－１５－１Ｆ 042-677-6107

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＳＣＥＮＥ 八王子市南町４－１０　プラチナコート１０１ 042-625-2833

Ｈａｉｒ Ａｔｅｌｉｅｒ Ｌｕｆｅｌｉ 八王子市散田町３丁目１６－２２　サンルミエール１０１ 042-697-8023

Ｈａｉｒ ＆ Ｎａｉｌ Ｌｕｃｉａ 八王子市楢原町１１２６－４－１１Ｆ 042-686-1560

ＡＬＥＳＶＥＲＴ 八王子市堀ノ内３丁目３０－１３　クレアール１０１ 042-689-4957

ｊｏｖｉａｌ 八王子市新町１－２　三愛ビル１Ｆ 042-649-8837

ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｍｅｌ 八王子市明神町３丁目１８－１０　田野倉ビル１Ｆ 042-649-9255

美容室ｅｃｌａｔ 八王子市南大沢１丁目２３－９　プランドール１０１ 042-653-9368

ＹＣＡ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ 八王子市鑓水５３０山野美容芸術短期大学内 042-677-0111

美容室　Ｌｏｖｅｓ 八王子市千人町２丁目５－３ 042-663-9084

ＭＡＲＡＮ 八王子市寺町５１　ハイツ寺町２０１ 042-626-5418

美容室Ｃｒｉｒｕ 八王子市子安町２丁目１－１４　プチモンド子安 042-649-1267

ＣＯＣＯＯＮ ａ ｓｏｖｅ 八王子市千人町２丁目１７－１　田中ビル１Ｆ 042-673-5478

ＢＵＧＳＹ’Ｓ　ＦＯＲＵＭ 八王子市明神町４丁目１２－１　高山ビル１Ｆ 042-645-2818

Hairsalon　AROCK 八王子市下柚木２丁目１０－２ 042-670-0690

極風呂花の雲　Salon&Resort SPA 八王子市横山町１４－８ 042-634-8896



店舗名 住所 電話番号

ｍａｄｏｋａｒｉ 八王子市下恩方町１３７９ 080-3713-5113

ＨＡＩＲ　ＭＩＺＵＫＯＳＨＩ 八王子市横山町７－１１　燕京ビル１Ｆ 042-649-1090

ｃｏｔｔｏ 八王子市東中野８－１２ 042-677-5191

ビューティサロン　律 八王子市暁町２丁目３－９ 042-622-4035

ヤマ美容室 八王子市大谷町１５８－３ 090-4220-4198

ｆｕｌｌ　ｂｌｏｏｍ 八王子市台町４丁目４３　ローズハイツＢ１０３ 042-628-0188

STUDIO LONDON HAIRDRESSERS 八王子市明神町３丁目１４－１１　フラワーヒルズ１０１ 042-649-5533

パリジェンヌ美容室 八王子市館町１０９７－２－６－２０１ 042-664-7021

ｃｏｃｏ 八王子市西片倉３丁目１１－３　ラナイズみなみ野１０２ 042-683-1809

キコリ 八王子市子安町１丁目３２－５ 042-649-9403

Ｕｌｕ　ｂｙ　ｐｒｏｄｕｃｅ北野店 八王子市打越町２０１３－６

ＬＡ　ｊｏｕｒ 八王子市めじろ台１丁目９－１　２Ｆ 090-9363-5930

ビューティーパーラー　ペーパームーン 八王子市川口町１８０２－２ 042-654-6771

松田商事（株） 日野市南平６丁目１４－３２ 042-592-4767

ヘアーギャラリー　アンティム 日野市多摩平１－２　パークビル　Ｂ１ 042-583-1228

ロン　美容室 日野市南平８丁目１４－６ 042-591-0461

斎藤　美容室 日野市日野本町１丁目１４－２ 042-581-2746

サロンド　アグリ 日野市豊田３丁目４２－４１ 042-581-3561

美容室ジェーノ 日野市南平７丁目２７－８ 042-592-7592

ササヤ　美容室 日野市落川１００５ 042-591-2665

美容室　トレス 日野市多摩平５丁目８－９ 042-586-7820

モンアミ　美容室 日野市百草１９３　第５双洋ビル　１Ｆ 042-594-1800

ヴォーグ　美容室 日野市高幡３－２３ 042-592-7507

アトリエ　ヴォーグ 日野市高幡１００７－３ 042-592-4060

あかの　美容室 日野市多摩平４丁目１－７ 042-581-6300

ひまわり　美容室 日野市落川１７３ 042-592-3570

バック　ステージ 日野市高幡１００９－３　エンフォート２Ｆ 042-592-3437

ヘアーファクトリー　エーユー 日野市旭が丘２丁目１９－６ 042-582-7523

美容室　ＣＯＺＹ 日野市栄町１丁目３－１８　エトワール和田　１０３ 042-583-2026

美容室　あぷりこっと 日野市旭が丘６丁目１１－３４ 042-587-1786

ウェリナ 日野市南平３丁目１－２６ 042-592-7534



店舗名 住所 電話番号

hair&relaxation Grand Hearts 日野市多摩平１丁目２－６－１Ｆ 042-582-5655

ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｇｌａｎｚ 日野市日野本町３丁目１２－５　サンヴィラージュ　１０１ 042-582-3913

ヘアーリラクゼーション　ｔｈｒｅｅ　Ｒ 日野市万願寺２丁目２３－５ 042-583-3434

（株）新倉写真館　スマイル高幡店 日野市高幡１００４－３　ラヴィ・エゼー　２Ｆ 042-594-7676

美容室　ａｍｉ・ｇｏ 日野市程久保６５０－７６－１０４ 042-593-3774

ＵＭＢＯＯ 日野市高幡１００５－７－１Ｆ 042-593-1818

ａｃｏｔ 日野市日野本町３丁目１２－１ 042-843-3317

ＡＵＬＡＮＩ 日野市日野本町３丁目１１－７　２Ｆ 042-514-8696

ｒｉｔ．ｓ　ｈａｉｒ＆ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ 日野市多摩平１丁目８－１　オペラハウス３号 042-849-9387

クイン美容室 日野市平山４丁目２８－８ 042-591-5282

Ｐｌｕｍｅｓ　ｅｔ　ｌｉｅｎｓ 日野市高幡６１０－１ 042-506-7797

なかの　美容室 多摩市関戸５丁目２７－４ 042-375-8171

トミ　美容室 多摩市愛宕４丁目６－１ 042-374-2895

ビューティ　カワムラ 多摩市落合１丁目１７－３ 042-371-9192

美容室　ふぁいん 多摩市落合４丁目８－１－１０３ 042-376-5121

サエラ　デ　モード 多摩市鶴牧１丁目２４－１　新都市センター　２Ｆ 042-375-7677

あたご　美容室 多摩市愛宕４丁目５３－１ 042-374-6221

美容室　キッド 稲城市矢野口１７４９－６ 042-377-4520

美容室　スワン 稲城市矢野口６３８ 042-377-4860

サロンド　シャトー 稲城市平尾２丁目２－６ 042-331-2885

サロンド　セシリア 稲城市平尾１丁目４３－１３ 042-331-1207

アルファ　美容室 稲城市大丸９５１ 042-377-5031

ビューティサロン　ユー 多摩市豊ヶ丘１丁目１－５ 042-376-5268

美容室　ラ・レーヴ 多摩市唐木田１丁目５３－２　ドラゴンマンション多摩弐番館Ｂ２－Ａ 042-374-4893

ノンノ美容室 多摩市一ノ宮３丁目６－２ 042-375-8959

chou chou by u-REALM 多摩市一ノ宮３丁目１－１２　持田ビル１Ｆ 042-316-5206

サロンドビューティ　パル 武蔵野市吉祥寺本町１丁目１３－６ 0422-21-2883

ビューティサロン　コロナ 武蔵野市吉祥寺東町２丁目３１－１ 0422-21-1581

月　美容室 武蔵野市吉祥寺北町１丁目５－１０ 0422-21-9713

美容室　翔 武蔵野市緑町１丁目５－１５ 0422-36-3773

ＳＡ・ＳＡＲＡ 武蔵野市関前４丁目９－８ 0422-51-3328



店舗名 住所 電話番号

パピリオ　美容室 武蔵野市西久保３丁目８－１４ 0422-51-9261

葉麻　美容室 武蔵野市中町２丁目１２－１４ 0422-51-6023

エミ　美容室 武蔵野市境１丁目１８－２１ 0422-51-2327

ヘアー＆ビューティ　ＡＭＡＲＩ 武蔵野市境南町２丁目７－２０ 0422-32-3751

ビューティ　横田 武蔵野市吉祥寺本町２丁目３－１　東急９Ｆ 0422-20-5998

ビューティショップ　パップ 武蔵野市吉祥寺東町１丁目２－２　本橋ビル 0422-21-8415

ビューティサロン　ムサシノ 武蔵野市西久保２丁目１１－９ 0422-53-5631

資生堂　カメリア美容室 武蔵野市境南町２丁目１３－７ 0422-32-9978

ラッシェル　プレジール 武蔵野市吉祥寺本町２丁目１３－７　グランデール吉祥寺３Ｆ 0422-22-0343

エミ－　美容室 武蔵野市吉祥寺北町４丁目１－４ 0422-51-6656

ヘアーデザイン　アピカ 武蔵野市中町２丁目２９－１８　メゾン吉祥寺　１Ｆ 0422-51-0779

美容室　レアルセ 武蔵野市吉祥寺本町２丁目１１－９　プラタタカハシビル　３Ｆ 0422-22-5515

ビューティサロン　ハセガワ 武蔵野市吉祥寺北町５丁目９－４ 0422-55-0914

美容室　サイエ 武蔵野市境南町１丁目１－２０ 0422-34-6282

リュー・デ・パルティル 武蔵野市吉祥寺本町４丁目１４－２ 0422-22-7650

松本　平太郎　美容室 武蔵野市吉祥寺本町１丁目８－２ 0422-21-4343

オシャレ　ポケット 武蔵野市吉祥寺本町１丁目２２－１０　寿々木ビル　１Ｆ 0422-21-1745

マチコ　美容室 武蔵野市吉祥寺北町２丁目１－１３ 0422-20-2781

Ｔ．Ｋ　フォーヘアーサロン 武蔵野市吉祥寺本町２丁目８－１１－２Ｆ 0422-21-1606

ＳＡＮＯＶＡ 武蔵野市御殿山１丁目２－６ 0422-41-4733

ｒｉｒｅ　ｅｔ 武蔵野市吉祥寺東町１丁目５－２５　ＫＫビル　３Ｆ 0422-20-8500

ビューティ　パル 武蔵野市境南町１丁目２６－１　武蔵野赤十字病院内　１Ｆ 0422-32-3111

ＲＥＮＪＩＳＨＩ 武蔵野市吉祥寺南町１丁目１－１０　ＭＡ　３Ｆ 0422-46-4424

ＢｉＢｉインターナショナル　アクオス 武蔵野市吉祥寺本町２丁目１－５　Ｋｅｉビル２Ｆ 0422-21-1333

Ｐｌａｎ　Ｄｏ　Ｈａｉｒ　Ｒｉｐｐｌｅ 武蔵野市境南町２丁目８－５ 0422-30-7071

フィール 武蔵野市吉祥寺本町２丁目１７－２　マリオンワン 0422-20-7555

美容室　シャンティ 武蔵野市西久保２丁目６－２　日高ビル　２Ｆ 0422-52-7875

ＢＯＷ　ＲＯＯＭ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ 武蔵野市吉祥寺本町１丁目２０－１４　久住ビル　２Ｆ 0422-20-8848

レザンジュ 武蔵野市吉祥寺本町３丁目８－１２　センチュリー本町ビル　１Ｆ 0422-22-8842

クロード・モネ　吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町２丁目１６－１８　フォーラムⅠ－３Ｆ 0422-23-0663

茶色の小びん 武蔵野市境南町４丁目１８－３　カナロア１０２ 0422-31-4821



店舗名 住所 電話番号

シーク　美容室 武蔵野市吉祥寺本町１丁目８－３　ダイヤガイビル　５Ｆ 0422-27-2167

ｎａｇｇｙ 武蔵野市吉祥寺本町１丁目４－１１　ナインビル　２Ｆ 0422-21-6672

ＳＯＬ 武蔵野市吉祥寺本町２丁目２０－７－２Ｆ 0422-20-0013

エルノーラ　美容室 武蔵野市境南町２丁目１－２２ 0422-32-6811

ＭＵＫＵ 武蔵野市中町１丁目２１－８　イトーピア武蔵野ブランマーク１０１ 0422-56-9920

ＳＯＬＯ 武蔵野市吉祥寺南町２丁目３－８ 0422-26-7510

ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＫＡＮＮ＋ｆ 武蔵野市吉祥寺本町２丁目４－１　長田ビル２Ｆ 0422-21-6054

ｍａｇｏ 武蔵野市御殿山１丁目４－２０　サリール１０１ 0422-43-0222

ＩＤＬＥ 武蔵野市境１丁目９－１　下田ビル１Ｆ 0422-52-0739

ｌａｎｄｈｉ 武蔵野市吉祥寺北町３丁目１－２ 0422-27-7308

ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 武蔵野市吉祥寺本町２丁目７－４　川谷ビル１０２ 0422-27-6770

カラーズ美容室 武蔵野市吉祥寺本町２丁目７－５　yamadaエスペランス1FB棟 0422-27-1759

Ｌｏｏｍ 武蔵野市吉祥寺東町２丁目１７－１ 0422-27-5648

ａｎｍａｎｉ 武蔵野市吉祥寺本町２丁目１３－６　ＣＲＯＣＥ　ＫＩＣＨＩＪＯＪＩ　３Ｆ 0422-27-6388

Ｃｈａｉｒ 武蔵野市御殿山１丁目２－２ 0422-24-6589

ＴＡＫＫ 武蔵野市吉祥寺東町１丁目１８－１　都ビルＢ1 0422-23-6634

ｖｉ－ｄｒｏ　吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺東町１丁目１０－２１　西郊ビル２Ｆ 0422-27-5754

ｍｉｅｌ＆ｍｉｅｌｇｉｎａ 武蔵野市吉祥寺本町２丁目３１－２８　吉祥ビル２Ｆ 0422-27-6150

ｍｉｌｅｓ　ｂｙ　ＴＨＥ’ＲＡ吉祥寺 武蔵野市吉祥寺本町１丁目１－１２　公社第三ビル３Ｆ 0422-27-2272

ＺＥＮＫＯ　吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町１丁目２－８　レモンビル３Ｆ 0422-21-4441

ｃｏｙｏｉ 武蔵野市吉祥寺本町３丁目７－１５ 0422-28-6226

マドモアゼル 武蔵野市境１丁目２－４－２Ｆ 0422-36-3990

ルーチェ 武蔵野市吉祥寺南町１丁目１１－１２　キャノンプラザ３F 0422-46-7555

吉祥寺　そらへ 武蔵野市吉祥寺本町１丁目１３－９ 0422-27-1867

ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＲＩＳＫ 武蔵野市西久保１丁目３－１０　chouettemusashino3F 0422-38-7743

ａｃａｌａ 武蔵野市吉祥寺本町２丁目１５－４シュプレ吉祥寺１０２ 0422-27-2498

ジュバンスサロン　ささき 三鷹市新川６丁目２６－５ 0422-44-4263

ジュバンスサロン　ハル 三鷹市井口４丁目１－３ 0422-31-7204

ユー　アンド　ユー　美容室 三鷹市上連雀５丁目７－２２ 0422-44-8717

ヨコヤマ　美容室 三鷹市上連雀６丁目６－１５ 0422-45-3600

ビューティサロン　ボナール 三鷹市井の頭４丁目２１－１ 0422-43-6350



店舗名 住所 電話番号

マリモ　美容室 三鷹市牟礼２丁目１３－２２ 0422-45-3939

サロン　むさしの 三鷹市大沢２丁目２－１４ 0422-31-5581

ヘアーサロン　若松 三鷹市下連雀９丁目７－１５　三鷹パールマンション 0422-49-2365

アクアリア　美容室 三鷹市井の頭３丁目１２－１３ 0422-47-3872

タツコ　美容室 三鷹市牟礼２丁目１４－４ 0422-48-4426

美容室　キャッスル 三鷹市上連雀７丁目２８－１ 0422-47-8710

ビューティスタジオ　ミルクレディ 三鷹市下連雀３丁目２１－１２ 0422-49-4959

サロンド　モーリ 三鷹市牟礼３丁目１１－２４ 0422-49-3265

サロンド　みやび 三鷹市井口１丁目１３－３６ 0422-33-6522

りばぁじゅ　美容室 三鷹市新川３丁目１２－１７ 0422-47-5462

トモオ　美容室 三鷹市深大寺３丁目７－１０ 0422-32-9232

美容室　プカ・シェル 三鷹市井の頭２丁目１５－２ 0422-43-3450

みち　美容室 三鷹市下連雀３丁目２８－２３　三鷹センター　２Ｆ 0422-43-5367

びゅーてぃ　Ｋ 三鷹市牟礼７丁目３－６ 0422-42-6290

ハーティ　ヘアー 三鷹市牟礼４丁目１７－１３ 0422-47-6778

Ｐｒｉｓｍｅ　ｈａｉｒ 三鷹市下連雀３丁目１５－１２ 0422-49-0590

ケイズ・ストーリー 三鷹市井の頭１丁目３１－１６　セイワハイツ　１０１ 0422-43-9551

エスティ　美容室 三鷹市大沢５丁目９－１ 0422-32-8663

カンジン 三鷹市上連雀８丁目４－１０ 0120-82-7447

ＺＩＯＮ　ｔｏｋｙｏ 武蔵野市西久保２丁目１－１０　Ｙ＇ｓビル　１Ｆ 0422-55-4421

サロン・ド・ルーブル 三鷹市牟礼２丁目１１－１２ 0422-48-4443

ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｃａｌｍ 三鷹市下連雀３丁目１３－８　サンコウビル１０２ 0422-29-9363

ＨＡＩＲ　＆　ＭＡＫＥ　Ｂｕｏｎｏ 三鷹市上連雀１丁目１－５－１１２ 0422-55-7813

株式会社ＥＲＤＡ 武蔵野市吉祥寺本町２丁目２４－９　ＳＵＮＯ　Ｅｃｒｕ１０１ 0422-27-7270

ａｃｃａ 三鷹市井の頭１丁目３０－２６　清水店舗１Ｆ 0422-29-9837

ＬＡＵＲＡ 三鷹市井の頭１丁目３１－２５　パーク三鷹台１０６ 0422-26-7131

ヘアースタジオ　らっくらしる 三鷹市下連雀３－２２－２ 0422-24-7122

Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＢＬｏｏｍ 武蔵野市西久保１丁目３－１１　ヴラヴィ三鷹Ｂ１Ｆ 0422-38-7580

Ｓｅｎｓｅ 小金井市東町４丁目３１－１２ 042-316-4885

さろんどＹＯＵ 三鷹市中原３丁目３－１６ 0422-47-4063

Ｂａｃｈｉｒｉｎｋｏ 三鷹市上連雀２丁目３－５　塚田ビル１Ｆ 0422-26-9161



店舗名 住所 電話番号

ＤＡＩＬＹ　ＬＡＳＨ 三鷹市下連雀３丁目３７－４０　藤ビル３Ｆ 0422-26-6564

ルミナス　ヘアー 三鷹市下連雀６丁目７－４０ 0422-47-1633

ＫＵＲＵＳＨ 三鷹市下連雀３丁目１２－３ 0422-26-7005

Ｒｏｏｔ　ｈａｉｒ 三鷹市下連雀３丁目１７－１７　スターハイツ三鷹１０３ 0422-26-6937

Ｆｕ－ｌｉｆｅ　ＨＡＩＲ 三鷹市牟礼６丁目１５－５ 0422-29-8860

ＦａＢ．ｈａｉｒ 三鷹市井の頭３丁目１２－８　１Ｆ 0422-26-7266

Ｂｏａ　ｓｏｒｔｅ 三鷹市上連雀７丁目３１－２５　ＢＲＡＶＩ上連 0422-26-9785

コア　美容室 西東京市住吉町１丁目１８－１４ 042-422-3982

トミ　美容室 西東京市田無町２丁目１－１　アスタビル　２Ｆ 042-460-2231

フジ　美容室 西東京市南町３丁目１０－６ 042-463-0438

ひまわり　美容室 西東京市富士町４丁目６－１２ 042-462-3560

なぎさ　美容室 西東京市柳沢６丁目１－２ 042-463-7716

ビオンド　美容室 西東京市芝久保町２丁目８－１４ 042-461-1592

サン　美容室 西東京市芝久保町２丁目２１－４６ 042-461-3172

トミ　美容室 西東京市谷戸町３丁目２７－２４ 042-421-1762

モナ　美容室 西東京市保谷町６丁目１８－１９ 042-463-2203

ヘアサロン　アイボリィ 西東京市田無町６丁目６－１ 042-462-9902

ビューティサロン　ミスズ 西東京市芝久保町１丁目１３－７ 042-461-3021

ドリーム　美容室 西東京市東町２丁目２－２ 042-422-3072

ビューティ　セシル 西東京市南町１丁目５－１７ 042-467-8820

セシールインターナショナル 西東京市田無町４丁目２８－５ 042-461-3837

ラ・ボーテ　やよい 西東京市芝久保町４丁目２－３２ 042-462-8418

ｒｅｔｒｅａｔ 西東京市田無町３丁目１１－９ 042-463-4405

スズラン　美容室 西東京市東伏見５丁目１０－２ 042-464-0694

美容室　ビ・ダーン 西東京市東町３丁目１３－１９　ソレイユ保谷１Ｆ 042-424-5081

グリームス 西東京市田無町５丁目１１－１３－１０４ 042-461-6533

美ＺＥＮ－ＨＡＩＲ 西東京市東伏見２丁目４－６　高橋イーストビル　２Ｆ 042-467-1367

美容室Ｄｙｎａ 西東京市ひばりが丘２丁目８－７ 042-424-3434

ヘアー・メーク　アンビル 練馬区関町北２丁目２４－１３ 03-5903-7066

美容室　ヘアードール 西東京市田無町３丁目１－１６　矢ヶ崎ビル　２Ｆ 042-462-7948

ヘア　クラフト 西東京市芝久保町４丁目６－３５ 042-466-7100



店舗名 住所 電話番号

アトリエ　りりーふ 西東京市保谷町３丁目４－１０ 042-469-0027

ミドリ　美容室 西東京市柳沢３丁目３－１８ 042-462-6358

ヘア　ドレッセ　ヤマノ 西東京市ひばりが丘１－１　パルコ　２Ｆ 042-425-5131

マハロ 西東京市ひばりが丘北４丁目１－７　ミハルビル１Ｆ 042-458-0860

Ｈａｉｒ　Ｆｒｅａｓｙ 西東京市ひばりが丘北４丁目４－１６　ラークヒルズ壱番館 042-439-3304

Ｈａｉｒ　ＯＮＥ 西東京市田無町７丁目１８－２０　ビッグ武蔵野田無１Ｆ 042-463-2310

Ｈａｉｒ　Ｐａｄｏｕ 西東京市住吉町３丁目１１－１３ 042-453-3300

Ｌｕｎａ　ｅｔ　ｓｏｌ（ルナ　エ　ソル） 三鷹市下連雀１丁目１４－５　アクトオンⅡ２Ｆ 0422-26-8705

Ａｔｅｌｉｅｒ　結 西東京市西原町１丁目１－２　メゾン第三田無１０２ 042-452-5780

美容室ＲＡＭＢＬＥ 西東京市東町３丁目１４－２５－５Ｆ 042-424-3955

ｓｏｙ－ｋｕｆｕ 西東京市東伏見２丁目４－７　富士ビル２０３ 042-452-9415

美　ＺＥＮ 西東京市富士町４丁目１７－６ 042-469-1121

ＬＯＴＵＳ美容室 西東京市保谷町３丁目２６－１５ 050-6867-6759

ヘアルーム　トーア 東久留米市氷川台１丁目１１－２２ 042-471-5636

ミミ　美容室 東久留米市金山町２丁目１３－１４ 042-473-2589

ビューティ　パッション・大谷豊の店 東久留米市前沢２丁目１１－１６　林ビル 042-474-0932

カトレア　美容室 清瀬市松山１丁目１７－１１ 042-491-2641

若草　美容室 清瀬市野塩５丁目２８０－８ 042-493-1876

大橋　美容室 清瀬市元町１丁目６－１６ 042-491-0045

ビューティ　岩田 清瀬市中清戸３丁目３８５－７ 042-493-7216

絵夢　美容室 清瀬市松山３丁目１２－４ 042-491-5791

美容室　ザ・ファミリー 東久留米市東本町１４－２５　カムレイド　２０３ 042-475-8807

フジミ　美容室 清瀬市中里３丁目８９４ 042-492-5852

ヘアー　アシュ 東久留米市新川町１丁目４－１８　わかさとビル　２Ｆ 042-471-8408

Ｇａｒｄｅｎ　＆　Ｇａｒｄｅｎ 清瀬市野塩２丁目３８７－３４ 042-491-2004

サロンド　レイ 東久留米市滝山５丁目２２－１５ 042-475-1030

美容室　エスプリ 東久留米市南沢１丁目１－７ 042-477-3990

ヘアーモード　ルーツ 清瀬市中清戸５丁目６２－４ 042-491-2454

かおり　美容室 東久留米市浅間町３丁目１－３ 042-423-4987

バラのシャーリー 清瀬市松山２丁目１２－１ 042-494-0687

（有）パーマカットの郷　レディエンジェル 東久留米市中央町１丁目１－５ 042-476-0476



店舗名 住所 電話番号

Ｖｅｒｄｅ　Ｂａｍｂｉ 清瀬市松山１丁目１５－８　音松ビル　１Ｆ 042-495-7239

美容室　トゥエンティワン 東久留米市東本町１－８　エミオ東久留米　２０４ 042-479-2633

ビューティ　レイクシャイン 清瀬市松山３丁目２１－８ 042-493-0988

美ＺＥＮＨＡＩＲ 東久留米市本町３丁目２－５ 042-472-6781

シャンプー7：2美容室 東久留米市東本町５－６　吉南ビル１Ｆ 042-472-2789

美容室コスモ 清瀬市松山３丁目１８－４ 042-491-0605

ＨＡＩＲ　ＬＯＵＮＧＥ　ＥＮ 清瀬市松山１丁目１８－２ 042-492-3755

アンド　ティ 東久留米市新川町１丁目４－２３－１０５号 042-470-2128

ビューティサロン　フレンド 清瀬市中清戸５丁目８３－７８ 042-493-1415

チバ　美容室 小平市美園町１丁目１４－８ 042-341-3870

美容室　西武 小平市美園町１丁目６－１　グリーンプラザ　２Ｆ 042-343-2288

ミモザ　美容室 小平市花小金井１丁目１２－１５ 042-465-6220

美容室　清水静子の店 小平市花小金井６丁目４０－１０ 042-461-3406

ヴォーグ　美容室 小平市学園東町１丁目１５ 042-341-4825

オマタ　美容室 小平市学園東町３丁目３－４５ 042-341-6164

吉川　美容室 小平市鈴木町１丁目１３３ 042-324-4840

みね　美容室 小平市上水南町２丁目２２－２０ 042-324-1234

ビューティ　みはる 小平市学園西町１丁目２０－１３ 042-343-1436

もりなが　美容室 小平市小川西町２丁目２６－１２ 042-341-2150

わかば　美容室 小平市小川町１丁目４０７－９ 042-342-1352

サロンド　愛花夢 小平市学園西町２丁目１４－５ 042-344-1323

ビューティサロン　静香 小平市小川西町３丁目１８－２ 042-341-4714

美容室　未来 小平市学園西町１丁目２０－１７ 042-344-7723

ワン　美容室 小平市花小金井南町１丁目１２－１３ 042-465-4780

美容室　カッティング　クルー 小平市小川西町２丁目２６－９ 042-345-7688

ビューティ　ジロー 小平市小川西町３丁目８－２０ 042-344-8427

美容室　レップス 小平市花小金井１丁目１－１３　花小金井駅前ビル　３Ｆ 042-463-6665

美容室　プランタン 小平市小川町２丁目１８４６－１　青木ビル　１０１ 042-341-2214

ジェイ美容室 小平市学園東町１丁目７－３７　メゾンドフルール　１Ｆ 042-347-6061

ヘアースペース　悠遊 小平市たかの台４４－５ 042-343-3828

ビューティサロン　サンローズ 小平市学園西町３丁目２３－３７ 042-344-6115



店舗名 住所 電話番号

ビアッシュ 西東京市田無町５丁目１－１３ 042-460-6100

ｅｉ　美容室 小平市喜平町１丁目１１－６ 090-6201-9598

美容室　ラトリエ　コモ 小平市美園町１丁目３３－１　小平ショッピングセンター　２Ｆ 042-344-5400

コニ－　美容室 東村山市秋津町５丁目５－９ 042-391-3407

ヘアスタジオ　パパヤ 東村山市秋津町５丁目１２－２ 042-391-2654

とくだ　美容室 東村山市諏訪町１丁目３７－１ 042-392-1773

ビューティ　フクダ 東村山市本町３丁目９－２３ 042-391-5080

美容室　ＡＳＡＭＩ 東村山市廻田町３丁目２０－６ 042-391-3535

美容室　ＫＩＭＩ 東村山市野口町４丁目２０－１ 042-391-4477

エリカ　美容室 東村山市萩山町２丁目４－１４ 042-391-5563

あべ　美容室 東村山市本町２丁目２３－１９ 042-391-7288

ヒロコ　美容室 東村山市富士見町３丁目１２－６０ 042-391-4451

わかば　美容室 東村山市富士見町１丁目４－４５ 042-391-6070

都　美容室 東村山市富士見町５丁目３－２５ 042-394-0424

和一　美容室 東村山市富士見町２丁目１－１８ 042-392-2931

パール　美容室 東村山市富士見町４丁目１３－９３ 042-393-6097

フレンド　美容室 東村山市多摩湖町４丁目２２－１４ 042-394-9996

ホワイト　美容室 東村山市栄町２丁目９－８ 042-392-2707

ブン　美容室 東村山市本町２丁目２１－１１ 042-394-1046

大塚　美容室 東村山市本町２丁目２４－２ 042-394-3720

プラテ　美容室 東村山市栄町２丁目７－８　マニフィーク久米川　１Ｆ 042-397-6262

ビューティ　ファミリー 東村山市諏訪町１丁目１９－１４ 042-395-2327

ジュバンズサロン 東村山市秋津町３丁目３８－１２ 042-394-7482

サロンド　ボヌール’８０ 東村山市本町２丁目１８－１０ 042-395-5613

ユーカリ　美容室 東村山市萩山町１丁目３３－４１ 042-343-1040

ほうせん花　美容室 東村山市富士見町５丁目６－４４ 042-395-4466

ＣＯＣＯＬＯ　美容室 東村山市栄町２丁目１４－２６ 042-397-1362

サロンド　ジュン 東村山市栄町３丁目３３－１ 042-397-5455

ラブリィーフェアサロン　ズー 東村山市萩山町２丁目６－３６ 042-395-1171

サロンド　ジュン 東村山市多摩湖町４丁目４－１９ 042-394-2843

シェモア　美容室 東村山市野口町２丁目２２－７ 042-395-5680



店舗名 住所 電話番号

美容室　ＢＡＳＳＡ 東村山市栄町２丁目４－２３　グランドルーム２番館 042-396-7272

美容室　母恵夢 東村山市青葉町２丁目１１－５０ 042-393-0516

ビューティ　ハマ 東村山市富士見町５丁目１０－１２ 042-391-9343

ＰＲＯＧＲＥＳＳ 東村山市恩多町３丁目２９－１　イーストビレッジ２Ｆ 042-397-2331

美容室　ＴＡＭＡ 東村山市多摩湖町１丁目１７－７ 042-393-2303

Ｈａｉｒ　＆　Ｍａｋｅ　Ｕｒｉｚｕｎ 東村山市本町２丁目６－１８　ＹＳビル１Ｆ 042-306-2532

Ｒｏｓｅｏ 東村山市栄町１丁目３－３２　ビュー久米川１０４ 042-313-0705

Ｌｕｃｃｉｃａ 東村山市栄町２丁目３７－８

ｌｕａｎａ 東村山市栄町３丁目３２－９

白百合　美容室 東大和市南街５丁目６４－１ 042-561-0752

パリー　美容室 東大和市新堀１丁目１５２８－３ 042-564-6205

ナガセ　美容室 東大和市狭山４丁目１４１８ 042-562-1485

夢　美容室 東大和市新堀１丁目１４３５－１４ 042-564-6354

チバ　美容室 東大和市南街５丁目８８－８ 042-563-2892

ビューティ　多田 東大和市仲原４丁目８－１７ 042-563-3748

アトリエ　スズキ 東大和市蔵敷３丁目８０２－５ 042-561-4658

セシル　美容室 東大和市南街５丁目７－８　栄ビル　１０２ 042-563-7288

ヘアーメイク　メリーランド 東大和市南街２丁目７９－７－１０５ 042-564-0113

ヘア・テクニカルショップ　キョウ 東大和市南街５丁目５２－９ 042-561-2244

ｂｏｎ 東大和市立野１丁目１２－２ 042-565-8500

ビューティサロン　あそう 東大和市清原２丁目１２８１－６ 042-561-7000

美容室　チュラ 羽村市小作台２丁目６－６ 042-554-4266

ビューティサロン　クロダ 東大和市南街１丁目３－６ 042-563-4152

ビューティサロン　リード 東大和市蔵敷２丁目５１０－５９ 042-562-7950

おがわ　美容室 武蔵村山市本町３丁目２８－６ 042-560-3245

美容室　和田 武蔵村山市残堀５丁目２－４ 042-560-7626

ビュウティック　よねはら 武蔵村山市学園３丁目３０－３ 042-562-0702

マッシー　美容室 武蔵村山市大南４丁目５６－５ 042-565-6856

ワコ　美容室 武蔵村山市緑が丘１４９２ 042-561-3944

ビューティサロン　おぎす 武蔵村山市残堀２丁目１２－１ 042-560-7237

ヘアスタジオ　マッシー 東大和市桜が丘３丁目４４－１７　グリーンコーポ５－１０５ 042-565-7789



店舗名 住所 電話番号

Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＧＡＧＡ 東大和市南街６丁目９６－１　クレールＹＡＭＡＴＯ　１Ｆ 042-561-9989

Ａｕｄｒｅｙ 東大和市中央４丁目１０７０－４ 042-561-6347

フェイム美容室 武蔵村山市榎３丁目９２－１２ 042-560-8630

Hair Salon MIO 武蔵村山市学園１丁目２５－２ 042-516-9880

ビューティルームＬａｉＬＡ 東大和市中央４丁目１０４３－２４ 042-565-7796

Ｇｅｔ　Ｈａｐｐｙ 東大和市南街５丁目３７－１

Flourish Beauty Studio 武蔵村山市残堀２丁目５０－３　ダイワビル１Ｆ２号 042-569-7811

ヘアーハウス　イーズ 武蔵村山市学園１丁目６０－４ 042-563-4677

すみれ　美容室 府中市清水が丘１丁目４－１４ 042-365-3641

リラ　美容室 府中市宮町１丁目３４－１４ 042-363-5050

アミー　美容室 府中市寿町１丁目１－４ 042-368-4715

フサノ　美容室 府中市晴見町１丁目１３－２０ 042-364-2475

ビューティＹＯＵＲ　レモン 府中市宮町１－１００　ル・シーニュ２－３－１ 042-364-8262

ヤマノ　美容室 府中市北山町３丁目２－４ 042-572-2300

ゴトウ　美容室 府中市晴見町３丁目１７－６ 042-366-0456

こうず　美容室 府中市清水が丘２丁目９－１ 042-361-4873

よしの美容室 府中市若松町１丁目２３－１２ 042-361-8760

ビューティサロン　ヨシダ 府中市紅葉丘１丁目２９－３１ 042-362-5995

ビューティサロン　片岡 府中市美好町２丁目７－１３　石坂ビル　１０３ 042-361-7207

サロンド　インジオ 府中市白糸台２丁目３－６ 042-365-2782

ビューティサロン　ミサ 府中市新町３丁目１０－３９ 042-363-0327

ビューティサロン　吉岡 府中市住吉町３丁目７７－４ 042-368-3200

オガタ　美容室 府中市小柳町２丁目２１－９ 042-363-1584

サロンド　おおうち 府中市住吉町１丁目２４－１０ 042-368-1376

美容室　ライオンズ 府中市是政５丁目６－６　ライオンズマンション 042-335-1188

サロンド　ホサカ 府中市新町１丁目７１－２７ 042-360-3581

ビューティショップ　オオモリ 府中市四谷１丁目２６－９ 042-366-6695

ビューティハウス　れい 府中市晴見町１丁目２７－１　常松ビル　２Ｆ 042-360-0841

べる　美容室 府中市宮西町２丁目１１－１２　ファスパァピィオ　１Ｆ 042-333-0425

サロンド　Ｋ 府中市是政５丁目７－１４ 042-369-3285

美容室　Ｋａｐｉｌｉｎａ 府中市本町２丁目２０－１１ 042-334-2226



店舗名 住所 電話番号

Ｍｏａｎａ　Ｂｌｕｅ 府中市西原町２丁目１７－２　ＳＨＥ　１Ｆ 042-505-5980

帆輪異斗　美容室 府中市栄町３丁目２６－１５　モンマルトル　１０１ 042-360-8211

ラルーエ 府中市宮町１丁目３５－６ 042-335-8010

ヘアルーム　ドマーニ 府中市美好町３丁目３－７－２０１ 042-360-3785

Parsonal Salon LIETTO 府中市若松町１丁目１－５ 042-333-0508

ヘアープロデュース　magica collection 府中市緑町１丁目１３ 042-000-0000

Ｇｅｎｉｅ 府中市清水が丘１丁目９－５６　１Ｆ

美容室　髪ドキ 府中市天神町４丁目２８－１　ボアセゾン２０３ 042-368-0480

ＭＩＭＯＳＡ　ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ 府中市白糸台１丁目２－１６ 042-314-7005

Ｈ３ 府中市白糸台４丁目１９－１　丸玉屋小勝ビル１０５

おうちサロン　ぴちまる美容室 府中市新町２丁目２１－１９ 080-7813-0453

Ｈｉｇｈ－Ｇ 府中市宮西町３丁目８－５

ヒロシ　美容室 調布市若葉町２丁目２２－３２　島崎ビル　１Ｆ 03-3308-5527

ビューティサロン　Ｂ－ＦＩＶＥ 調布市上石原１丁目４０－１３ 042-485-1355

ＬＩＥＤＥ 調布市小島町２丁目５５－１　調布南コーポラス　１０５ 042-486-1683

銀座ヴィセ　つつじヶ丘サロン 調布市西つつじケ丘３丁目３２－１０ 042-483-8827

ナナ　美容室 調布市国領町１丁目１８－３４ 042-485-2258

Ｈ’ａｉｒ　北口店 調布市西つつじケ丘３丁目３２－７　プラムコート　１Ｆ 042-485-6629

ビューティサロン　ささがわ 調布市多摩川３丁目２２－６ 042-482-0643

富士　美容室 調布市下石原１丁目３８－５ 042-483-6078

ビューティ　メグ 調布市飛田給２丁目１４－４ 042-482-0634

レモン　美容室 調布市小島町２丁目５１－９　高野ビル　３Ｆ 042-486-8363

ビューティサロン　イデア 調布市国領町１丁目１３－４ 042-487-8528

美容室　アップル 調布市多摩川３丁目３７－３３ 042-488-6821

トモ　美容室 調布市国領町５丁目７－１８ 042-488-8446

サロンド　フレール 調布市菊野台３丁目３２－１０　元木ハイツ　１０４ 042-488-1645

ソワン　美容室 調布市西つつじケ丘３丁目２５－４ 042-485-2348

パーマや　あーぼう 調布市緑ケ丘団地２丁目２５ 03-3309-3972

サロンド・ブーメラン・フィール 調布市国領町７丁目１８－１　岡ガーデン　１Ｆ 042-481-3833

フローラ　美容室 調布市上石原２丁目２１－５ 042-483-3995

ヘアーステージ　ココ 世田谷区喜多見７丁目２５－１７　サンユウキャッスル２　１０６ 03-3415-1586



店舗名 住所 電話番号

小福　ｈａｉｒ 調布市仙川町１丁目１６－１８　仙川ビル２Ｆ 03-3308-4080

美容室　シエスタ 調布市上石原３丁目２９－４６ 042-485-9674

ＧＲＡＣＥ　ＳＯＰＨＩＥ　ｐｌｕｓ 調布市国領町５丁目７０－１ 042-498-0568

美容室　ＺＥＬＥ 調布市仙川町１丁目４８－１　ピポット仙川　２Ｆ 03-3308-9189

祥　美容室 調布市八雲台２丁目２－３ 042-485-6990

美容室　シーズ　クラブ 調布市富士見町３丁目１６－８　三っ木コーポ　１Ｆ 042-499-4043

ティーズ 調布市西つつじケ丘３丁目２６－３　栄和第２ビル　１Ｆ 042-487-2112

レモン　美容室　仙川店 調布市仙川町１丁目１４－３５ 03-3300-8667

ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＬＡＬＡ 調布市八雲台２丁目１－７ 042-452-8606

Ｈａｉｒ　ＤＡＶ 調布市小島町１丁目３３－２０ 042-498-8373

ｆｅｅｌ　Ｋａｂ 調布市仙川町３丁目１－２２　仙川ツインビル　３Ｆ 03-5314-2667

春の空 調布市仙川町２丁目１７－１０－５－１Ｆ 03-3308-0650

Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ａｓｌｉｅｆ 調布市布田２丁目４７－５－１Ｆ 042-499-1108

ヘアーサロン　ロール 調布市布田１丁目２６－１２　ダイヤパレス　１０７ 042-481-1155

美容室プラスワン 調布市飛田給１丁目２３－１１－２Ｆ 042-488-8753

ＴＲＩＢＥ 調布市国領町１丁目３－２５－４Ｆ 042-449-7684

WINDMILL EXTREME 調布市菊野台１丁目１６－６－２－Ａ 042-445-2546

ＯＰＥＲＡ 調布市仙川町１丁目２７－４０　グレースサクシード１Ａ 03-6416-9642

Ａｔｅｌｉｅｒ　ＪＤ　ＰＡＲＩＳ 調布市国領町４丁目３５－２　マンション国領１Ｆ 042-481-2038

髪と写真 調布市西つつじヶ丘２丁目１－１０ 03-6356-5339

ｅｎｔｒｉｒ 調布市布田４丁目２３－８　ライオンズヴィアーレ調布第二１Ｆ 042-440-3138

美容室ＳＵＲ 調布市国領町２丁目１５－１７ 042-444-5162

仙川美容室 調布市仙川町１丁目１６－１８－２Ｆ－２０２ 03-3300-4822

セリオン　調布店 調布市西つつじヶ丘３丁目３７－２　横田ファイブ１０３ 042-485-4003

ｐｅｔｉｅ 調布市仙川町１丁目１２－１０　近藤ビル１Ｆ 03-6909-0372

Ｐｒｏｖｅｎｃｅ　ｂｙ　ｇｒａｃｅ 調布市菊野台２丁目１６－２０ 042-452-8722

ＡＩＲＵ　ｈａｉｒ 調布市仙川町１丁目１２－４６　根岸ビル１Ｆ 050-3709-6872

Kanro 調布市国領町３丁目１－３９　Kサイドビル３０１

hair salon colk 調布 調布市布田４丁目１８－１　ハラビル２Ｆ 042-444-6004

華　美容室 狛江市中和泉５丁目４０－２６ 03-3480-4077

すみれ　美容室 狛江市東和泉３丁目３－１４ 03-3489-1159



店舗名 住所 電話番号

ビューティサロンワタナベ 狛江市中和泉２丁目１０－１７ 03-3480-9434

レーヌヘアサロン 狛江市東和泉１丁目１３－６ 03-3489-4751

ビューティ　らぶらぶ 狛江市中和泉５丁目３９－９ 03-3489-3379

わかば　美容室 狛江市和泉本町４丁目７－２４－１０８ 03-3480-4429

ヘアーズ　イデア 狛江市東和泉３丁目９－６　山口ビル 03-3488-4174

ビューティサロン　アダチ 狛江市中和泉３丁目２８－２－１０６ 03-3488-2282

関　美容室 狛江市和泉本町３丁目３４－３ 03-3489-5758

ベルジュバンスサロン　長谷川 狛江市東和泉１丁目１６－２　Ｍビル　２０２ 03-3480-5586

ビューティサロン　アトリエ恵 狛江市和泉本町４丁目１－１７ 03-3488-6859

セラヴィ　キタミ 狛江市岩戸北４丁目１６－９　スターハイツ　１Ｆ 03-5497-5881

トランプ　美容室 狛江市東野川３丁目１－１２ 03-3489-5516

ビューティサロン　リリー 狛江市東野川３丁目１７－２－１０８ 03-3488-8473

ヘアー＆メイク　セラヴィ 狛江市元和泉１丁目１－２　エコルマⅡ－２Ｆ 03-3488-9881

ナップ　ヘアー＆メイクアップ 狛江市東和泉３丁目１０－５－１０２ 03-3480-5099

ｑｕａｌｉｔｅ 狛江市岩戸北４丁目１５－５ 03-5438-6554

ＡｎａｌｏＧ 狛江市東和泉１丁目１９－３　ハイム狛江１０２ 03-6424-5589

ビューティ　ハラマチダ 町田市原町田６丁目１７－１８　フジビル８７　１０２号 042-722-2313

美容室　イクドール 町田市本町田４３６７－４ 042-725-4875

美容室　竹取物語 町田市原町田４丁目１２－２３　桐屋ビル　１０１ 042-721-3550

ピンナップ　美容室 町田市森野１丁目３４－７ 042-722-4465

キヨ　美容室 町田市本町田１４９６－２ 042-725-7234

ヒロ　美容室 町田市本町田９９８－３ 042-726-3888

スタア　エステ　美容院 町田市原町田３丁目７－１０ 042-723-1145

髪小町 町田市森野４丁目７－１８ 042-722-1304

ヘアードゥ　ミエ 町田市木曽町１丁目１７－２９ 042-723-5653

マリス　美容室 町田市藤の台１丁目１－５１－１０５ 042-725-2769

ムッシュ　ベラ 町田市原町田４丁目４－２ 042-726-8807

ミナミ　美容院 町田市小川５丁目１０－１４ 042-795-2027

ビューティサロン　ミネ 町田市山崎町２６５－８ 042-792-1907

ビューティサロン　ジョイジョイ 町田市成瀬台３丁目８－１２　ジョイハウス１０１ 042-729-0834

美容室　エリコ　本店 町田市森野２丁目３１－１４ 042-728-8173



店舗名 住所 電話番号

原　美容室 町田市金森１丁目２－８ 042-728-0010

カトレア　美容室 町田市金森６丁目８４８－６ 042-796-5150

ビューティ　レイモンド 町田市高ケ坂７丁目９－１９ 042-728-8672

サロンド　園 町田市森野３丁目２０－５ 042-722-4360

スエ　美容室 町田市忠生３丁目４－１ 042-792-0645

カトレア　美容室 町田市木曽東４丁目２－２３ 042-791-2070

サロンド　チエ 町田市下小山田町２７３４－１ 042-798-0356

ビューティ　ＭＩＮＥ 町田市高ケ坂１７８２－８２ 042-723-1734

錦　美容室 町田市中町１丁目１８－１ 042-722-9801

かず子　美容室 町田市矢部町２７３９－１ 042-797-3224

ビューティサロン　ＥＬＬＥ 町田市南つくし野４丁目１８－５ 042-796-1265

ファッションパーマ　ライズ 町田市南大谷９０４　大沢ビル　２Ｆ 042-728-8386

ビューティ　タナカ 町田市原町田６丁目１２－２０　小田急デパート　８Ｆ 042-727-1111

ジュノン　美容室 町田市中町４丁目１２－１９ 042-722-0200

ビューティ　オガワ 町田市三輪町１９６－１ 044-987-2358

ビューティサロン　じゅん 町田市忠生２丁目９－１４ 042-793-2017

アトリエ　Ｂｌｕｅ　Ｍａｇｉｃ 町田市原町田６丁目１０－３ 042-726-8192

ヘアー　ルーシィ 町田市南つくし野３丁目４－２　久保田ビル　１Ｆ 042-799-2919

（有）インヴェージョン 町田市森野１丁目３６－１４　ビオレ町田ビル　２Ｆ 042-729-1232

美容室　ベルビー 町田市南成瀬３丁目１－２４ 042-721-8504

美容室　プリメロ 町田市忠生２丁目２－５ 042-791-0516

美容室　翔美 町田市金井１丁目２８－３８ 042-735-3343

トータルビューティ　Ａ・ＳＯ 町田市南成瀬７丁目１５－７　ザ・ガーデンハウス 042-724-1755

ライラック　美容室 町田市忠生２丁目１３－１１ 042-791-9707

ヘアー　ルーツ 町田市玉川学園７丁目４－３　スタシオーネ　１Ｆ 042-726-7555

ウイングスガーデン 町田市能ヶ谷１丁目６－９　神興アルファビル３０１ 042-708-7877

サロンド　アミチェ 町田市成瀬台２丁目１６－４ 042-728-1892

Ｈａｉｒ　＆　Ｍａｋｅ　ＣＡＳＳＥＴＡ 町田市玉川学園２丁目８－２８　伊東ビル　２Ｆ 042-729-2791

ジャンクロード　ビギン　町田店 町田市原町田６丁目１４－４　興輪ビル　２Ｆ 042-710-5078

ヘアークリエイト　ピュール 町田市鶴川５丁目１０－２４ 042-735-5123

美容室　婆娑羅 町田市玉川学園７丁目４－１１－２Ｆ 042-724-5019



店舗名 住所 電話番号

サロンド　フェアリ 町田市森野４丁目１７－２３ 042-727-0027

ヘアーサロン　ＡＲＩＥ 町田市中町３丁目６－２３ 042-726-2335

ヒロミ　ビューティクラフト 町田市広袴４丁目４－２ 042-736-6068

（株）ビューティショップ　山野　八王子　御殿山 町田市相原町　１００８ノースアンジュ　日本閣 042-676-4704

ヘアースタジオ　ＳＥＮＺＯ 町田市相原町１２３５－５ 042-774-6688

美容室　白ゆり 町田市南成瀬５丁目１－２０ 042-728-7881

Ｉｒｉｅ 町田市中町１丁目１７－１ 042-860-6272

Ｉｒｉｅ 町田市原町田１丁目２－９　小林ビル４Ｆ 042-709-1197

美容寛枝くつろぎ 町田市南つくし野３丁目８－１－４Ｆ 042-706-8849

secret　beauty　machida 町田市能ヶ谷１丁目１４－１１　シエルクリアＮ－１０１ 042-860-2437

Hair　Factory　Lalaka 町田市中町１丁目１０－２４　カドードゥヒデ 042-860-7043

ＬＯＴＵＳ 町田市原町田６丁目２５－１２－２Ｆ 042-738-5513

ヘアーサロンＬＡＵＧＨ 町田市玉川学園８丁目９－７　ドエル上地Ｃ 042-860-7215

Ｅｍｅｒｇｅ 町田市原町田４丁目１１－４　ハイリッチビル２Ｆ 042-860-6466

ｂｌｏｏｍ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 町田市成瀬が丘２丁目１－１３　古川ビル２０２ 042-706-8885

Ｌａ　ＳＡＬＯＮ 町田市旭町１丁目８－４－２０２ 03-0000-0000

ＡＬＥＧＬＥ　ＴＨＥ　ＨＡＩＲ 町田市南成瀬１丁目２１　駅前ハイツ１－１０６ 042-728-8060

リンデンＢ．Ｉ　町田 町田市野津田町１４８０－１０　白金ハイム１Ａ 042-860-5326

ＦＡＮ． 町田市中町１丁目５－９　ＭＳスクウェア１Ｆ 042-729-3955

美容室　Ｐｉｏ 町田市相原町２０８８－１ 042-774-7486

ヘアーメイク　アミ 町田市木曽東１丁目３７－２８ 042-727-1041

Ｈａｉｒ　ＲＡＮＡ 町田市金井町２丁目３－５０ 042-736-1171

ヘアスタジオ　ルイ 福生市熊川７９９－９ 042-553-0777

ビューティ　タムラ 福生市熊川１３９ 042-552-6495

すぎもと　美容室 福生市東町３－１０ 042-551-0613

有限会社ビューティナナ 福生市志茂１３５ 042-551-6983

泉　美容室 福生市福生２２３４ 042-552-4842

イクコ　美容室 羽村市双葉町２丁目１３－５３ 042-554-3099

ビューティ　クマモト 福生市福生８６７ 042-551-8889

美容室　シェモア 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２３１０ 042-557-0449

ラブリー２ あきる野市下代継１２５ 042-559-4056



店舗名 住所 電話番号

ビューティサロン　ミツコ 福生市熊川１６３２－８ 042-552-1949

ビューティサロン　みつば 羽村市双葉町２丁目２０－３５ 042-555-0144

サロンド　ビギ 福生市南田園２丁目１５－２ 042-553-1606

ビューティ　クレヨン 羽村市小作台５丁目１５－１６ 042-555-4944

きみ　美容室 あきる野市雨間７１８－３ 042-559-3172

エリカ　美容室 あきる野市小川東２丁目３－１７ 042-558-6126

ビューティサロン　ミイ 福生市南田園２丁目４－１１ 042-553-7528

髪切家　美容室 羽村市羽東１丁目１２－４３ 042-554-4355

ビューティサロン　ベア 西多摩郡瑞穂町南平２丁目５３－２６ 042-555-2227

アトリエ　ビーンズ 西多摩郡瑞穂町むさし野２丁目３５－２ 042-552-7728

ｖｉｖａｒｃ 福生市熊川１３９６ 042-530-5301

ｈａｉｒ　ＦＲＵＨ 福生市牛浜１４９－４　レジデンス小池　１Ｆ 042-530-1136

フラミンゴ 福生市福生５５４－１０ 042-552-5115

Ｊ－シュール 青梅市師岡町４丁目１３－１ 042-823-4466

ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ＳＯＵＴＨ　ＯＣＥＡＮ 福生市南田園２丁目８－１０ 080-2555-8200

Ｆｏｒｅｓｔ 青梅市河辺町１０－１３－１８ 0428-23-7490

ひろ　美容室 あきる野市雨間２２１－６ 042-558-1398

美容室ＢＡＺＺ 福生市南田園１丁目７－４６ 042-551-4803

つくし美容室 羽村市小作台４丁目１１－１２ 042-554-7327

山本美容室 あきる野市油平２３９ 042-558-0259

サロンド・トクラ あきる野市戸倉７１ 042-596-2068

ビューティ　クレヨン あきる野市秋川５丁目１２－１６ 0120-704-944

ＣＲＥＷ 福生市福生７７９　ラッキービル２Ｆ 042-553-3003

ヘアサロンカムシー 青梅市師岡町２丁目３９５－４ 0428-78-4866

Ｒｅａｌ　ｈａｉｒ 羽村市栄町１丁目７－２３ 042-554-6455

ラ・モード　セピア 羽村市五ノ神４丁目１－８ 042-578-8398

ビューティ　ハウス 八丈町八丈町三根４６５

アンカン　シエル 渋谷区渋谷１丁目９－４　トーカン渋谷キャステール３０６ 03-6427-4346

ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ｍｏｏｎ 世田谷区下馬１丁目３８－７ 03-3418-1695

ベラ美容室 板橋区志村１丁目３４－７ 03-3558-0807

ａｔｅｌｉｅｒ．ｃｏ 港区六本木３丁目４－１５－２０４ 03-6809-6196



店舗名 住所 電話番号

Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 葛飾区立石１丁目１６－１３ 03-6313-3679

ＬｉＬｉｙ　ｈａｉｒ 台東区柳橋１丁目２３－３　２Ｆ 03-5829-4395

Ｃｕｓｅｔ 江東区北砂２丁目１５－２７宮輝ビル１０１ 03-6458-7044

Ｕｎｅ　ｆｌｅｕｒ 渋谷区桜丘町７－１３　宍戸ビル２Ｆ 03-6455-2306

ＰＬＵＳ美容室 江東区大島３丁目１５－２９　モリヤスビル２０１ 03-5858-8424

ＫＡＬＡＫＡＬＡ美容室 江東区大島３丁目１６－２２ 03-6807-0049

Ｈａｉｒ＆Ｂｅａｕｔｙ　Ｍｕｓｅ 大田区大森西３丁目１２－１－１階 03-6423-1310

ＳＴＡＲ　ＴＯＫＹＯ 渋谷区松濤１丁目２９－１　渋谷クロスロードビル７Ｆ 03-5422-3311

ａｉｄ　恵比寿店 渋谷区恵比寿西１丁目１３－２　サンキビル３Ｆ　Ｈ号室 03-5422-3275

ＶＡＩＣＥ 渋谷区神南１丁目２０－１０　神南興業ビル５階 03-6455-2808

Ｌａｕｇｈｌ 渋谷区広尾５丁目１２－１０ 080-1415-4594

Ｇｒａｎｃｉｏｕｓ 渋谷区神宮前４丁目２２－１７　神宮前コートⅡ 03-4362-0317

ｂｉｅｎｎ 渋谷区神宮前３丁目１５－９　クレスト表参道２Ｆ 03-5413-5522

ＲＩＬＥ 渋谷区渋谷１丁目７－５　青山セブンハイツ１１０２ 03-6876-3725

ＩＬＹ　ＴＯＫＹＯ 渋谷区猿楽町２８－６　２Ｆ

ｃａｌｍｅ 渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３－３　飯塚共同ビル２０２

アクロス 渋谷区神宮前４丁目４－１３　神宮前柴田ビル２Ｆ 03-5410-5409

アクロス原宿 渋谷区神宮前１丁目１５－３　平安ビル１Ｆ 03-6447-0007

アクロスグランドクロス 渋谷区神宮前１丁目８－１０ The ice cubes6F 03-6804-2300

ＳＡＢＯ　fantasic hair salon 渋谷区恵比寿南２丁目１６－１２　東ビル１０１ 03-5725-8448


