店舗等名
ARKα
EARTH

店舗等住所

店舗等ホームページURL

中央区富士見2-16-4-702
稲毛店

稲毛区小仲台 6-9-3 河西ビル1F

https://my.saloon.to/?g=10500&m=0122

EARTH 稲毛海岸店

美浜区高洲3-11-1 ピュアハイツ稲毛海岸1F

Eyelash salon She-rau.千葉店

中央区新千葉2-1-8 トーヨーテクノビル505

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000388367/

Eyelash Salon Blanc イオンモール幕張新都心店

美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心 グランドモール1階

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000326680/

Active

花見川区花園3-11-9

asot eye design

中央区富士見2-15-1 ワラビビル4F

AmiLi

中央区新町3-3 辰巳ビル5F

アリエル

花見川区幕張町1-4061-1

ARCANA hair

花見川区幕張町6-93-3 M・グランツ201

aL-ter e’clat

緑区おゆみ野3-7-2 鎌取アイティーオーおゆみ野A室

https://www.alter-alter.com/

aL-ter鎌取店

緑区おゆみ野3-7-1 芝コーポ5号館101

https://www.alter-alter.com/

al-ter LieN

中央区中央3-17-1セントラルタワー2F

https://www.alter-alter.com/

al-ter Rire

緑区おゆみ野3-19-4 オーシャンビュー壱番館104

https://www.alter-alter.com/

Ange Beauty Salon

稲毛区小仲台2-8-20 和英ビル3階

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000303562/

unhair 千葉中央店

中央区本千葉町6-1 2F

https://daybyday.co.jp/

ICHIRIN 千葉店

中央区新町3-1 グラスボイス 2階

https://daybyday.co.jp/

イリオス 千葉店

中央区富士見2-7-2 鹿島ビル4F

https://hiyake.com

イリオス Personal 千葉店

中央区富士見2-7-2 鹿島ビル5F

https://hiyake.com

ＷＡＶＥ千葉店

中央区富士見1-2-5 アジア会館2Ｆ

http://www.hairstudio-wave.com/

HSY hairshopゆずりよ

中央区都町8-11-11

https://hsy-hairshop.jimdosite.com/

M&SMART

中央区新町21-1

http://www.shukumou-chiba.jp

エムズクラブ

花見川区朝日ケ丘1-34-10

Mスリー

HAIR IY幕張店

花見川区幕張町4-417-25 IY2F

http://m3h.jp/

Mスリー

HAIR イオンマリンピア店

美浜区高洲3-13-1 マリンピア2F

http://m3h.jp/

Mスリー

HAIR 磯辺店

美浜区磯辺6-59-10 ダイアパレス102

http://m3h.jp/

Mスリー

HAIR 西千葉店

稲毛区緑町1-25-1 マルサン西千葉ビル1階

http://m3h.jp/

Mスリー

HAIR みつわ台店

若葉区みつわ台2-36-7

http://m3h.jp/

オーガニックカラー専門店TheColorあすみが丘店

緑区あすみが丘1-20-1バーズモール2F

http://b.hpr.jp/sd/H000431336/

オーガニックカラー専門店TheColor鎌取店

緑区おゆみ野3-41-1

http://b.hpr.jp/sd/H000431336/

Or

緑区おゆみ野中央6ー18ー13

https://hs-or.com

稲毛区宮野木町1730-64

https://kind-hair.com/

カインドネスヘアー

はなおか

ＣＵＴ&ＨＡＩＲＭＡＫＥＧｒＩｎ

稲毛区作草部1-27-8

cutclubNAKAJIMA

若葉区大宮町2662

カット専門店

稲毛区小仲台2-11-6

FastCut SQ

カットパームみなみ
カットファクトリー

https://www.asot-eyedesign.com/?p=266

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000456726/?vos=evhpbsg
0004&pog=mt(b)ti(aud-779318098275:dsa-

http://www.fastcut.shop

中央区松ケ丘町202
イオンマリンピア稲毛海岸店 美浜区高洲3-21-1

http://www.cut-factory.net/

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

カットファクトリー幸町店

美浜区幸町1-2-9

カットロゼ

中央区弁天1-1-1 ライブステージ1F

㈱髪一あすみが丘

緑区あすみが丘1-8-8 ピアブルック2F

㈱髪一千葉寺店

中央区千葉寺町1222-2 アベニュー101

カミーユ

中央区村田町305-7

髪工房シムラ

美浜区幕張西6-19-3

北田理容店

中央区蘇我5-10-5

https://www.kitada-hairdesign.com/index.php

CHICCA 朝日ヶ丘店

花見川区朝日ヶ丘5-28-60

https://daybyday.co.jp/

CHICCA 千葉中央店

中央区本千葉町6-1 １F

https://daybyday.co.jp/

CHICCA 千葉店

中央区新町3-1 グラスボイス 4F

https://daybyday.co.jp/

CHICCA 松ケ丘店

中央区仁戸名町358-2 サント・ヴィアソーレ102

https://daybyday.co.jp/

銀座スワン

美浜区ひび野2-4プレナ幕張2-5

http://www.hairsalon-swan.com/

Qiroha

花見川区三角町194-23

https://www.q-iroha.com/

クリシェ

美浜区高洲3-2-16-201

http://cliche-hair.com/

CRONOS

中央区富士見2-7-13 ランドハートビル3F

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000036382/

健康美容室レアナ

中央区新田町11-15-2F

https://www.hairway-leana.com

コケット

緑区古市場458-2

COCONail*

稲毛区小仲台2-6-1 京成稲毛ビル2階

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000293239/

幸美容室

中央区祐光2-11-12 ＳＫマンション1階

http://www2.tbb.t-com.ne.jp/bsachi/

THE DAY CUT&CULTURE SHOP

中央区中央港1-24-14 SEASCAPE1F

https://www.the-day.tokyo/

サロンド映里奈

若葉区桜木7-6-2

サロンドボブ

中央区東千葉2-29-13

salon Luminous

若葉区貝塚1-1-8

https://salon-luminous2018.jp/

CIEL 千葉店

中央区富士見2-8-10 FLAG CHIBA 4階

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000437333/

Jizel

稲毛区小仲台2-8-26

美容室

芝浦

http://www.cut-factory.net/

https://www.camille1992.com/

稲毛区小仲台6-2-16 統葉ビル2f

JAGARA千葉駅北口店

中央区弁天1-15-1 細川ビル1F

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000246959/

JAGARA千葉中央駅店

中央区新宿2-2-13 シティハウス1F

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000141188/?cstt=1

ジャックと豆の木

花見川区幕張町5-465-1-202

シュモレ

美浜区真砂2-1-10

http://www.shumore.com/

JulienMara

中央区新千葉2-1-12

https://julienmara.com

stylejam

中央区富士見2-4-3 気楽観光第一ビル

http://www.style-jam.jp/sp/index.html

StudioZERO

中央区富士見2-16-4 三社プラザビル603

https://zero-tiba.com/

STEADY hair graphics

緑区あすみが丘2-4-17

http://steady.o.oo7.jp/

SMONALbyrhino

中央区新田町14-5 大野ビル102

http://smonal.com

celilo

中央区新千葉2-10-4

Sora hairdesign

緑区おゆみ野3-8-1

フェリーク

http://www.sora-hairdesign.com/

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

ダッシングディバ千葉ジョンヌ店

中央区新町1001 ジュンヌ2階

脱毛ラボ千葉店

中央区新町1-19 アイ・エス・ワイ国際ビル7F

千葉サロン

中央区富士見1-2-3 千葉アジア会館ビル2階

https://www.biotech.ne.jp/

中央区新町4-7クレインヒルズ2F

https://tsudo-epi.com/

都度払い脱毛専門店

つどepi

https://www.dashingdiva.co.jp/salons/kanto/chiba.html

ティアラリュクス稲毛海岸店

美浜区高洲3-14-8 花澤高洲ビル2階

ティアラリュクス稲毛店

稲毛区稲毛東3-8-18 前田ビル1階

ティアラリュクス幕張リゾート店

美浜区ひび野2-3 アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞2階

D'ciel urban hair

中央区中央3-4-13 CI16ビル3階

http://dciel.com

total beauty salon 美麗

中央区東千葉1-1-19

http://www.birei-043.net/

㈱Trico

中央区新千葉1-7-3 ＣＳＢ新千葉ビル２Ｆ２０１

https://trico-hair.com

トンボ理容館

花見川区幕張町3-892-1

ナチュラルトラスト

稲毛区弥生町4-1 清水ビル１F

nana by rocca

稲毛区小仲台2-8-2 渡辺ビル1階

http://nana-by-rocca.com

中央区富士見2-10-6 ピーアイ富士見ビル4階B号

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000514600/?cstt=8

design

マツエク&セルフビューティーサロン

Nouvelle

Beaute
ヌーベルモンドグループ

稲毛区小仲台3-7-13

ネイルクイック オアシス ペリエ千葉店

中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉4階

https://www.nailquick.co.jp/salon/chiba/chibashi/q-chiba/

Nail Salon R&N

中央区本千葉町16-7 ブラジルビル4階

http://nailrn.jp/

nail salon Gorgeous

緑区あすみが丘東2-10-1 あすみHills East B

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000482700/

Nail salon nico

中央区仁戸名町480-17

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000360602/

美浜区高洲1-24-4 ビギ稲毛海岸駅前ビル2F

http://marno.co.jp

若葉区都賀3-10-3 ロージュマン3 3F

http://lamer-nail.jp/#top

ネイルサロン Rick

緑区あすみが丘9-8-21

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000484435/?cstt=4

NAIL221B

中央区中央3-14-4 セントラルビル6階

https://www.nail-221b.com/

Personal Beauty Salon TRUTH

中央区新町1001番 千葉そごうジュンヌ館ビューティーモール2階

ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰｓｕｚｕｒａｎ

中央区汐見丘町23-6

ぱぁまやさんBIREI

緑区おゆみ野6-17-9

ByronBay

花見川幕張本郷1-4-34 京ビル1F

https://byronbay2015.com/

basset by aL-ter

緑区おゆみ野3-19-4 オーシャンビュー壱番館103

https://www.alter-alter.com/

Hana by Greenlife 千葉店

中央区新町15-13 丸三新町ビル302

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000351793/

hit rihatsuten

稲毛区弥生町2-19 石川ビル1F

https://hit-rihatsuten.crayonsite.com

ビューティーマコ

中央区松ヶ丘町619

ネイルサロンマーノ
ネイルサロン

稲毛海岸店

Lamer

ビューティサロン

ナミキ

https://bbsuzuran.com

花見川区幕張本郷5-19-7

ＢＭＡ

ビューティマツバラアネックス

中央区春日2-10-8 ラ・ペール春日２階

http://www.bm-salon.co.jp/

ＢｍＴ

ビューティマツバラトゥモロー

中央区春日2-20-10 第２鈴木ビル１階

http://www.bm-salon.co.jp/

BMR ビューティマツバラライズ

美浜区ひび野1-9 スーク海浜幕張２階

http://www.bm-salon.co.jp/

美容室Ｈ/Ｃ・due

緑区おゆみ野中央4-32-6

美容室A-one

花見川区花園5-1-3

店舗等名

店舗等住所

美容室ジャーガイド

稲毛区黒砂1-19-15 レジデンスみどり台303

美容室ジュジュ

花見川区検見川町5-202-1 仲村ビル１０２

美容室ナチュ

若葉区都賀の台4-5-5-1F-B

美容室Buzz

若葉区千城台東3-15-8

美容室 ヴィヤンヴィヤン

中央区新田町34-17 新田TKビル1F

美容室

中央区末広5-5-11

マスカレード

美容室ラジェス

花見川区花園1-12-12

美容室わたこり

中央区白旗3-10-9 光山マンション101

美容室

花見川区検見川町3-304-7

私の部屋

美容プラージュ
Ｆｉｒｓｔ

ピアシティ稲毛海岸店

Ｃｏｌｏｒ

店舗等ホームページURL

http://www.hairroom-natu.com/

https://yuimaipapagon.wixsite.com/watashino-heya

美浜区真砂1－2－6

イオンタウンおゆみ野店 緑区おゆみ野南5-37-1 イオンタウンおゆみ野店 1F

https://firstcolor.amebaownd.com/

ファストネイル千葉店

中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉 ストリート2

ファミリーカット1000鎌取店

緑区鎌取町69-11グレースJOKO1号室

ファミリー理容エバト

美浜区高洲1-16-45

fam

中央区新田町14-16

FAITH MACO

若葉区小倉台3-2-1

プラザサロン美容室

緑区おゆみ野3-16-1 ゆみ～る鎌取S.C店

フランキンセンス

中央区南町2-5-14

http://www.frankin.net/

brick by brace

中央区富士見2-22-2 千葉中央駅前ビル1F

http://b-b-b.design/style/

prairie eyelash & hair salon

緑区誉田町2-20田久保アパート1F

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000443761/

文化土気店

緑区あすみが丘東4-1-7

HAIR ASTNISH

若葉区都賀3-15-10 戸村第2ビル1F

HairCompany

蘇我店

TOWA

中央区新田町11-1 小川第二ビル3階

Hair Creation

緑区誉田町2-24

HAIR CREAR

中央区南町2－15－19 MTKビル２F

ヘアーサロン

ウイング

http://www.convano.com/

http://www.f-ebato.com

https://hair-faith.com/

http://chiyonitowani.com/

http://www.hair-crear.com

美浜区磯辺6-3-12-101

ヘアーサロンK＆M

若葉区桜木7-6-80

hair salon CHERIM

美浜区高州1-22-11 ニューよろずやビル２階

http://www.cherim-hs.com

ヘアーサロン ソレイユ

花見川区こてはし台5-1-16

https://www.instagram.com/hair_salon_soleil/

ヘアーサロン

ナカガワ

美浜区高洲1-12-14

http://hairsalon-nakagawa.justhpbs.jp/

ヘアーサロン

ハマダ

稲毛区稲毛3-5-12

ヘアーサロンモリカワ

若葉区桜木2-16-25

ヘア－サロン

美浜区磯辺1-23-5 宇津木ビル102

ユウ

ヘアーデザインカムイ

中央区末広3-3-8 エスケイ末広103

ヘアーデザイン スロープ稲毛海岸店

美浜区高洲1-24-4 ビキ稲毛海岸駅前ビル1階

ヘアーデザイン スロープ

花見川区検見川町5-1-3 KACビル1階

検見川店

ヘアーデザイン スロープ 幕張本郷店

花見川区幕張本郷1-13-8 相栄プラザ104

https://cnc.gr.jp/morikawa/

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

ヘアーピエロハウス

中央区南町3-4-5

http://www.pierrothouse.com

HAIR SALON ａｐｐｅａｒｓ

中央区新宿2-5-8 アサヒロイヤルマンション1Ｆ

http://www.i-k-d.co.jp/

ヘアサロン

中央区港町24-27

クロップ

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000400370/?cstt=18&wak

hair salon THERATIA

美浜区高洲1-8-1

HairSalon TAKAGI

稲毛区黒砂台3-2-45

https://takagi9992008.wixsite.com/hairsalontakagi

hair do 稲毛店

稲毛区小仲台6-1-1 稲毛ビル2F

https://daybyday.co.jp/

hair do 千葉中央店

中央区富士見2-9-17 ハセガワビル2F

https://daybyday.co.jp/

hair do 千葉店

中央区新町20-10

https://daybyday.co.jp/

hair do 西千葉店

中央区春日2-9-15 クレールマロニエ 2Ｆ

https://daybyday.co.jp/

hair do ベイタウン店

美浜区打瀬2-12 パティオス5番街M255-1

https://daybyday.co.jp/

hairdress Lereve

花見川区幕張本郷2-2-5 AHCビル1F

HAIR MAKE ism

中央区中央3-2-2 八田ビル2F

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000036357/

hair make faith

若葉区御成台3-1168-23 大幹ビル1F

https://hair-faith.com/

ベイシティ

美浜区高洲1-22-8

http://www.shumore.com/

BODYQA

中央区松ケ丘町444-2

http://bodyqa.com

ホワイトニングカフェ千葉

中央区富士見2-7-13 ランドハートビル2F

㈱マルサン

稲毛区緑町1-25-1 マルサン西千葉ビル2F

http://m3h.jp/

MILIKE

中央区弁天1-2-12 沼澤ビル１階

https://milike.jp/

モナミ理容

中央区蘇我1-34-21

ユニックスイオンモール幕張新都心店

美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心3階

https://www.unix.co.jp/salon/38_makuhari

Rick

緑区あすみが丘6-60-16

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000386267/

理容グリーン

若葉区西都賀2-10-17

理容宍倉

花見川区幕張町4-604-2

https://barber-shishikura.com

理容室アドバンスドヘアー

稲毛区稲毛東4-2-14

https://advancedhair.top/

理容室サンレオ

美浜区高洲3-11-3 並木ビル２F

理容室・美容室ルアージュ

緑区あすみが丘7-1 ブランニューモール1階

理容フジカワ

稲毛区稲毛2-2-1

理容プラージュピアシティ稲毛海岸店

美浜区真砂1-2-6

RUBURE千葉店

中央区富士見1-15-2 クラマンビル6階 A号

Lumina ORGANIC HAIR SALON

緑区おゆみ野中央1-17-5 リバティヒル学園前102

https://lumina-organic.jp/

Lourdes hair design

中央区弁天一丁目1-2 be-place2階

https://lourdes-hair.jp/

レイロール千葉店

中央区富士見2-8-11 藤間ビルディング5F

レブリィゼンコー幕張新都心店

美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心ファミリーモール2階

http://www.zenko-hair.com

rocca hair innovation

稲毛区稲毛東3-6-17

http://rocca-hair0606.com/

㈱YTK

中央区新宿2-2-2-701

ワタナベ美容室

若葉区桜木7-19-2

ワンステップ千葉店

中央区新町3-3 辰巳ビル6階

シュモレ

=BPSC200408_s_link_salontop&photo1=B026463816&phot

http://apollo-g.com/shop/skitcut_sakura/

https://www.glowing.jp/salon/chiba

