エステ・サロン
飲食店
まつげ・ネイル
美容室

現在691ヶ所！！
女の子の登録数が
グングン増えてます！

整体・リラクゼーション
マンガ喫茶
日焼けサロン

ティッシュ設置店一覧

2016.03.8
1

新規設置店

住所

業種

サンラウンジ 赤羽店

北区赤羽1-12-3

日焼けサロン

店名

住所

業種

2

EYLASHSALON アンヴィ

豊島区南池袋2-27-5 共和ビル4F

まつげエクステ

3

Dａｔｓｕｍｏ Lａｂｏ

豊島区南池袋2-27-5 KATEIビル7F

エステ

4

ａｌｌｕｒｅ ｓａｌｔｏ

豊島区南池袋2-27-5 KATEIビル5F

美容室

5

Nａｉｌ Mａｔｅｒｉａ

豊島区南池袋2-27-4 青柳池袋駅前ビル3F

ネイルサロン

6

BEAUTY MAKE HAIR STUDIO

豊島区南池袋2-27-3 第一青木ビル6F

美容室

7

BITORIA

豊島区南池袋2-27-1 東興ビル6F

エステ

8

快活CLUB 池袋東口駅前店

豊島区南池袋1-24 秋本ビル5F

マンガ喫茶

Rｅ・Rａ・ｋｕ
10 ドクタ-リウ
11 まんがランド 上野店
12 Rｅ・Rａ Kｕ 上野店

新宿区西新宿1-19-12鮎沢ビル6F

リラクゼーション

渋谷区渋谷1-14-13第2小林ビル6F

リラクゼーション

台東区上野6-8-5 五味ビル2F

マンガ喫茶

台東区上野6-8-16 松伸ビル1F

リラクゼーション

13 ｃｅｌｅｂｙ ｅｙｅ
14 インターモード花形

台東区上野6-5-2羽山ビル4F

まつげエクステ

台東区上野6-5-2羽山ビル3F

美容室

15 ｒｅｌａｘ24
16 AUBE ｈａｉｒ ｉｂｉｓ
17 まんがランド御徒町

台東区上野6-2-6 ヨネヤビル4F

マンガ喫茶

台東区上野6-2-10 竹内ビル3F

美容室

台東区上野5-25-8 グランディアビル4F

マンガ喫茶

18 Gｏｏ－ｉｔ 上野御徒町店
19 little HAIR SALON

台東区上野4-2-5美濃里ビル4F
渋谷区代々木2-10-10 東京プラザビル4F

リラクゼーション

20 EYE lash Salon Serina 新宿店南口店

渋谷区代々木2-11-20 新宿成和ビル6F

まつげエクステ

21 J.MISTRAL

渋谷区代々木2-5-1 羽田ビル301

美容室

22 C&K nail 新宿店

渋谷区代々木2-5-1 羽田ビル306

ネイルサロン

23 LATO HAIR

渋谷区代々木2-15-9 加瀬ビル6F

美容室

24 U Style

新宿区高田馬場2-14-8 ＮＴビル4Ｆ

ネイルサロン

25 Iris hair salon

新宿区高田馬場2-14-6 スワンビル3F

美容室

26 Neolive aoba

新宿区高田馬場2-14-2 八城ビル2Ｆ

美容室

27 chou chou

新宿区高田馬場2-13-6 銀座商店街2Ｆ

脱毛サロン

28 リラクゼーション健美

新宿区高田馬場2-13-7

エステ

29 C-ZU

新宿区高田馬場1-25-34

美容室

30 高田馬場リラクゼーションエステ Feeling

新宿区高田馬場1-25-31 総生軒ビル3F

エステ

31 リフレシュサロン ゆうらく堂

北区赤羽1-2-5 ２F

エステ

32 ほぐし屋 一寸法師

北区赤羽1-1-5 オオタケビル6F

整体サロン

33 KA・RA・DA ｆａｃｔｏｒｙ メッツ赤羽店

北区赤羽1-7-9

整体サロン

9

美容室

34 Ｃ BON (シーボン) 赤羽店

北区赤羽1-13-1 ミドリヤビル5F

エステ

35 ほぐし手 一休 赤羽店

北区赤羽1-13-2 プラスサム赤羽駅前ビル4f

整体サロン

36 Bｒｉａｎｔ

北区赤羽1-15-1 新仲ビル5Ｆ

エステ

37 足ふみボディケア ゆるり

北区赤羽1-15-1 新仲ビル4Ｆ

エステ

38 Fｅｒｅ Bｒｉｇｔ

台東区東上野2-18-3上野アンユビル2F

まつげエクステ

39 Coeur Bｅｏｗｔｙ クール ビュ-ティ-

台東区上野6-16-21西入ビル9F

エステ

40 セントラヴィ

台東区上野6-16-19新丸屋ビル6F

エステ

41 HOT YOGA SALON LUBIE

台東区上野6-16-18あいおい都信ビル2F

ヨガエステ

42 フローラ

台東区上野7-3-2上野駅前ビル9F

エステ

43 AB Aｑｕａ Bｏｄｙ

台東区上野7-3-2上野駅前ビル8F

美脚リフレ

44 もみほぐし工房

台東区上野7-3-2上野駅前ビル5F

リフレ

45 手もみリフレッシュ工房

台東区上野7-3-2上野駅前ビル5F

リフレ

46 クロロフィル 上野美顔教室

台東区上野2-13-12東洋ビル3F

美顔

47 イリオス 上野店

台東区上野2-13-2パークサイドビル5F

日焼けサロン

48 プティ・ビューティ 上野店

台東区東上野1-18-4ピースビル201

ネイルサロン

49 Neolive ｅｃｌａｔ

台東区上野4-5-11丸徳ビル2F

美容室

50 BRONZE 上野店

台東区上野4-5-6ウィズビル8F

日焼けサロン

51 GINZA LABO

台東区上野4-8-8上野シルクビル8F

美容室

52 ブリアント 上野店

台東区上野4-8-8上野シルクビル3F

エステ

53 EARTH(アース)

台東区上野2-12-18池之端ヒロハイツ1F

美容室

54 NVTS(ナッツ)

台東区上野2-12-17池之端スカイびる1F

美容室

55 Eｙｅｌａｓｈ ＆ EPI Sｅｒｉｎ

文京区湯島3-40-1カドマエビル2F

まつげエクステ

56 RAX 渋谷店

渋谷区宇田川町28-3渋谷モーリスビル５F

エステ

57 健美園

渋谷区宇田川町28-1高山ランドビル５F

エステ

58 九龍

渋谷区宇田川町16-8渋谷センタ-ビル503

リラクゼーション

59 楽一

渋谷区道玄坂2-6-14HYビル6F

リラクゼーション

60 Sｍｏｏｔｈ

渋谷区道玄坂2-29-19関口ビル3F

ネイルサロン

61 王宮楽園

渋谷区道玄坂2-9-10松本ビル6F

エステ

62 Sｅｒｉｎａ

渋谷区道玄坂2-9-10ｋ＆ｋビル6F

まつげエクステ

63 ｎａｉｌｓ

渋谷区道玄坂2-10-12新大宗ビル3号館4Ｆ

ネイルサロン

64 ほぐし処

渋谷区道玄坂2-10-12新大宗ビル3号館4Ｆ

リフレ

65 ｇｉａｄ ｓｍｉｌｅ
66 コリほぐし 渋谷店

渋谷区道玄坂2-10-12新大宗ビル3号館4Ｆ
渋谷区道玄坂2-10-12新大宗ビル3号館2Ｆ

リラクゼーション

67 EARTH
68 IBIZA

渋谷区道玄坂2-16-5セントラル共立ビル1Ｆ
渋谷区道玄坂2-16-3高葉屋ビル6Ｆ

美容室

69 まるめ

渋谷区道玄坂2-16-3高葉屋ビル6Ｆ

リラクゼーション

70 Nａｉｌｉｓｈ ｃｌｕｂ 渋谷店

渋谷区道玄坂2-29-18清水屋ビル8F

ネイルサロン

71 R EＶOL

渋谷区道玄坂2-25-10小田原屋ビル6F

美容室

72 CARRY

渋谷区道玄坂2-25-9ロマーネ80 3F

ヘア＆ネイル

73 癒ラックス

台東区上野6-1-1小西本店ビル301

リラクゼーション

74 colk

新宿区西新宿1-18-5甲新中沖ビル６F

美容室

75 脱毛ラボ新宿店

新宿区西新宿1-18-5甲新中沖ビル６F

エステ

76 レイチェル新宿店

新宿区西新宿1-18-16野村ビル7F

まつげエクステ

77 ネイルマテリア新宿店
78 ELINE

新宿区西新宿1-18-16野村ビル4F
新宿区西新宿1-18-6新宿須田ビル9F

ネイルサロン

79 コリンズ

新宿区西新宿1-19-11西新宿甲州ビル5F

リラクゼーション

80 LA・SEIYA

新宿区西新宿1-19-11西新宿甲州ビル3F

美容室

81 ｍｉｅｌｈａｉｒ

新宿区西新宿1-15-10西新宿ビル2F

美容室

82 Rｅｉｎａ

豊島区池袋2-44-2TISビル4F

エステ まつ毛

83 カプセル

豊島区西池袋1-41-54F

美容室

84 ジェイエステティック池袋西店

豊島区池袋2-40-13 240ビル4F

エステ

85 E-Shop

豊島区池袋2-53-10 フラッグメント・ミップビル2F

まつげエクステ

86 エルミタ-ジュ

豊島区池袋2-54-14東拓ビル1F

美容室

87 アンク・クロス池袋北口店

豊島区西池袋1-43-3B1F

美容室

88 キュ-ティプティ

豊島区西池袋3-25-8相馬屋ビル5F

ネイルサロン

89 CRER

豊島区西池袋3-27-1 ベルビル5F

ネイルサロン

90 サンキュウ美容室

豊島区西池袋3-30-11 ４B

美容室

91 THE SUNLOUNGE 池袋店

豊島区西池袋1-41-6第二大谷ビル2F

日焼けサロン

92 SOLE 渋谷店

渋谷区宇田川町26-4

日焼けサロン

93 DOＴ 1101

渋谷区宇田川町28-3モーリスビル8F

まつげエクステ

94 ユウハウス

渋谷区宇田川町36-6ワールド宇田川ビル２F

美容室

95 SIMPLE

渋谷区宇田川町12-17プロトビル７F

溶岩盤ヨガ

96 Dｉａｍｏｎｄ Lａｓｈ 渋谷店

渋谷区渋谷1-14-14ウエムラ会館ビル9F

まつげエクステ

97 ジェイエステティック渋谷

渋谷区渋谷1-14-15森ビル4F

エステ

リフレ
アイメイク

まつげ＆ネイル

98 月美

文京区湯島3-38-9 五十君ビル5F

リラクゼーション

99 ｃｏｃｏ＆ｂ－ｓａｌｏｎ

文京区湯島3-38-9 五十君ビル5F

美容室

100 プラウドヘア-アネックス

台東区台東4-26-7

美容室

101 りらくスペース 御徒町駅前店

台東区上野6-3-1ミツビル3F

リラクゼーション

102 シーボン・フェイシャリストサロン

台東区上野4-4-2東京堂ビル3F

エステ

103 ジェイ エステティック 上野店

台東区上野2-1-9K-PLAZA9F

エステ

104 りらくスペース 上野駅前通り店

台東区上野6-13-3白川ビル2F

リラクゼーション

105 CHARA ｖａｎｂｉｏ

豊島区南池袋1-22-5 スズキビル４F

美容室

106 つぼしパンダ

豊島区南池袋1-24-5楽園タウン池袋B1F

リラクゼーション

107 エステティックサロン PMK 池袋

豊島区南池袋1-25-9MYTビル4F

エステ

108 ABLOOM

豊島区南池袋1-26-7近代グループビル7Ｆ

エステ

109 烏 来

豊島区南池袋1-26-7近代グループビル2Ｆ

エステ

110 HAAAT 東口店

豊島区南池袋2-27-6ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ・COASTビル６F

美容室

111 Aｎａｅ Lｕｇ

豊島区南池袋2-27-2マルグリットビル2F

美容室

112 CECIL

豊島区南池袋2-23-3南池袋OCビル1F

美容室

113 Sａｓｏｏｎ ｃｕｔ Gｉｎｚａ

台東区上野2-1-9K-PLAZA5F

美容室

114 スタジオ・ワコ-

台東区上野4-2-5美濃里ビル2F

美容室

115 サロン ド シェル

文京区湯島3-41

まつ毛美容

116 Bｅａｕｔｙ MERRY
117 Dｅｍｉ RENAISSACE

台東区上野2-1
渋谷区宇田川町23-3渋谷第一勧銀共同ビル5F

美容室

118 ｃｏｃｏ

渋谷区宇田川町17-1SHBUYA BROTHERビル5F

美容室

119 HAIR EARTH MAKE

新宿区新宿3-17-2SHNJUKUGATES3F

美容室

120 マウナ ケア新宿東口店

新宿区新宿3-14-22小川ビル5F

ネイルサロン

121 ヘア-サロン カット・1

新宿区新宿3-12-4-102

美容室

122 TOM CAT

新宿区歌舞伎町1-17-11プレーンシティ

美容室

123 ジェイ エステティック 渋谷駅前店

渋谷区神南1-22-8東日本ビル7F

エステ

124 Fｒａｎｊｉ，Lａｎｉ 渋谷公園通り店

渋谷区神南1-20-9パークウエィ渋谷ビル6F

エステ

125 Kａｏｎａ

武蔵野市吉祥寺南町1-4-1 井の頭ビル602

ネイルサロン

126 健康リバイマッサ-ジ

武蔵野市吉祥寺南町1-4-1 井の頭ビル502

リラクゼーション

127 BRONZE

武蔵野市吉祥寺南町1-5-7雪ビル3F

日焼けサロン

128 A－Bｅａｕｔｙ

武蔵野市吉祥寺南町1-1-2安藤ビル302

ビューティサロン

129 Hａｉｒ Pｒｅｓｅｎｔｓ

武蔵野市吉祥寺南町1-1-3池田ビル5F

美容室

130 Lａｄｉａ

武蔵野市吉祥寺南町1-5-12松井ビル3F

まつエク ヘアエク

131 RENJISHI

武蔵野市吉祥寺南町1-1-10MAビル3F

美容室

132 LA・FAMILLE

武蔵野市御殿山1-2-2グレイス御殿山2F

ビューティサロン

133 PRINCE ｐｒｉｎｃｅｓｓ

武蔵野市御殿山1-2-3

美容室

134 ジェイ エステティック 高田馬場店

新宿区高田馬場4-9-14ふみビル5F

エステ

135 みんなのほぐし 高田馬場店

新宿区高田馬場4-9-14ふみビル7F

リラクゼーション

136 Fｏｕｒ SEASONS

新宿区高田馬場3-3-2高田馬場平成ビル2F

美容室

137 癒しガーデン

新宿区高田馬場2-16-4－2F

リラクゼーション

138 雅
139 指ラックス 新宿店

新宿区高田馬場4-9-12-7F
新宿区新宿3-23-1都里一ビル8F

リラクゼーション

140 HAIR MAKE POSH
141 mｉｎｚ NAILSALON

新宿区新宿3-23-1都里一ビル7F
新宿区新宿3-23-15B1F

美容室

142 Pａｒｕｒｅ

新宿区新宿3-31-5新宿ペガサス館4F

まつエク ネイル

143 ビアンカ・エムツー新宿東口店

新宿区新宿3-34-13三経25ビル9F

まつエク ネイル

144 CLOVER SALON

新宿区新宿3-34-13三経25ビル5F

美容室

145 烏来

新宿区新宿3-21-7東新ビル6F

エステ

146 Pａｒｔｉｒ

新宿区新宿3-21-6新宿龍生堂ビル4F

ビューティサロン

147 ａｒｒｏｗｓ

豊島区西池袋5-2平凡立教前ビル1F

美容室

148 ａｒ 北千住店

足立区千住1-20-9TYビル1F

美容室

149 EARTH 北千住ブラック店

足立区千住3-33三鈴ビル1F

美容室

150 Gｅｏｒｇｅ ｃｉｎｇ

足立区千住1-23-12

美容室

151 ジェイ エステティック 北千住店

足立区千住旭町4-12

エステ

152 ANANTRA

足立区千住2-47染谷ビル2F

リラクゼーション

153 Hａｉｒ Sａｌｏｎ GｉMｉｃK

足立区千住2-34 1F

美容室

154 Fｒａｕ

足立区千住2-34 2F

エステ

155 Pｕｌｕｎ-Pｕａｎ

足立区千住2-34-7 3F

エステ

156 M３D Kａｍｉｗａｚａ

新宿区歌舞伎町1-5-9新宿ノアビル2、3F

美容室

157 ｈｅａｌｓ

新宿区歌舞伎町1-2-18エコロ新宿第3ビル1F

リラクゼーション

158 HAIR MAKE CO，CUE

新宿区歌舞伎町1-10-8花道通り ゴリラのビル4F

美容室

159 ｎａｉｌ ｒｏｏｍ ｍａｈｉａｇｅ
160 Nａｉｌ GOSSIP

新宿区歌舞伎町1-12-5 チェリ-ビル4・5Ｆ
新宿区歌舞伎町1-12-14東ビル1Ｆ

ネイルサロン

161 Hａｉｒ Sａｌｏｎ PｅPｅ

新宿区歌舞伎町1-11-12KIビル1Ｆ

美容室

松山ビル３F

エステ

アロマリフレ
ネイルサロン

ネイルサロン

162 ム－パ新宿本店

新宿区新宿3-31-5新宿ペガサス館6F

マンガ喫茶

163 ム－パ渋谷道玄坂店

渋谷区道玄坂2-10-12スヤマビル3・4F

マンガ喫茶

164 イリオス 錦糸町店
165 スシンエン

墨田区錦糸3-3-9イーストビル6F
墨田区錦糸3-3-1太田ビル4F

日焼けサロン

166 ヘア-サロン Pａｌａｕ

墨田区錦糸2-5-8シルバ－ストンビル3F

美容室

167 EYELA 錦糸町店

墨田区錦糸2-5-8シルバ－ストンビル3F

まつエク

168 マイトン

墨田区錦糸3-10-1 6F

リラクゼーション

169 ｈａｉｒ ｍａｋｅ Dｏｏｒｓ

墨田区錦糸3-10-1 5F

美容室

170 HAIR＆MAKE ZAS ｋｉｎ ｓｈｉ

墨田区錦糸2-12-7

美容室

171 エステ ココ 錦糸町店

墨田区錦糸3-11-2KOWAⅡビル2F

エステ

172 ネイルサロン マニキュア

墨田区錦糸2-12-9サンテラス間杉ビル1F

ネイルサロン

173 MUSEE PLATINUM

品川区東五反田5-27-5 5セントラルビル6F

エステ

174 ｅｙｅｌｉｓｔ

品川区東五反田5-27-5 5セントラルビル5F

アイメイク

175 ジェイエステ ティック 五反田店

品川区東五反田5-27-10 野村ビル5－BF

エステ

176 脱毛ラボ五反田店

品川区東五反田5-27-3 第2野村ビル6F

エステ

177 P ｌａｒｉｓ

品川区東五反田5-24-7 ノブレス池田山2F

美容室

178 LA・BO

墨田区錦糸2-4-10ナカズビル5F

美容室

179 Aｌｕｓｈｅ

墨田区錦糸2-4-11S 川上ビル2F

美容室

180 プルメリア

墨田区錦糸2-4-12イーストビル6F

リラクゼーション

181 ブリアント 錦糸町店

墨田区錦糸2-3-9高貝ビル3F

エステ

182 Aｎｇｅｌ Bｅａｕｔｙ

墨田区錦糸2-4-3清水ビル2F

ネイルサロン

183 ウメムラ 美容サロン

墨田区錦糸2-4-3 2F

美容室

184 Uｒｓｕｓｈａｉｒ Dｅｓｉｇｎ

墨田区錦糸2-5-11フナダ錦糸町駅前ビル 2F

美容室

185 満足堂

墨田区錦糸2-5-10 ドマ-ニエンドウビル 2F

リラクゼーション

186 SOLE 錦糸町店

墨田区錦糸3-5-9ソアビル2F

日焼けサロン

187 Jｕｎｏ Bｅａｕｔｙ

荒川区東日暮里5-51-8-2F

ネイルサロン

188 自遊空間
189 EVERMORE

荒川区東日暮里5-51-12安永ビル3F
荒川区東日暮里5-51-14-2F

マンガ喫茶

190 手もみの職人21

荒川区東日暮里5-52-4日暮里SKビル3F

リラクゼーション

191 ム－パ五反田店

品川区東五反田1-16-4五反田味ビル4F

マンガ喫茶

192 アイラッシュサロン アーリア
193 パンダ整体院

品川区東五反田1-14-8KCビル5F
品川区西五反田8-4-15グリンデル広小路ビル2F

まつエク

194 カムルアン

品川区大崎4-2-2TATSUMIビル4F

リラクゼーション

195 まんがランド 上野駅前店

台東区上野6-14-6 山田ビル9F

マンガ喫茶

196 リフレッシサロン・キュア

北区中里2-6-14

エステ

197 イマ-ジュヘア- KAZU

北区中里2-6-1

美容室

198 ヘア-メイク Sｈｉｒａｉｗａ

北区中里2-8-3渡部ビル2F

美容室

199 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ Sａｉｎｔ・Hｏｎｏｒｅ

豊島区駒込2-16-4中村ビル1F

美容室

200 リラ久ゼ-ションサロン クレア-ト

豊島区駒込1-43-11中村ビル2F

リラクゼーション

201 メディカルビュ-テイ Mｏｒｉ

豊島区駒込1-43-9-7F

エステ

202 Xａｎａｄｕ

豊島区巣鴨2-1-1塚本びる2F

美容室

203 らっくす 巣鴨店

豊島区巣鴨3-28-8プリマ-ビル5F

リラクゼーション

204 健康 緑

豊島区巣鴨3-28-7-3F

リラクゼーション

205 アロマガ-デン

豊島区巣鴨1-17-8nz1178ビル7F

アロマリフレ

206 Sａｌｏｎ ｄｅ ｎａｉｌ ｏｌｉｖｅ

豊島区巣鴨1-17-8nz1178ビル6F

ネイルサロン

207 Mａｋａｌｉｉ
208 てもみん 巣鴨駅前店

豊島区巣鴨1-17-8nz1178ビル3F
豊島区巣鴨1-17-8nz1178ビル2F

美容室

209 Rｅ・Rａ・Kｕ 巣鴨店

豊島区巣鴨1-12-2

リラクゼーション

210 Mｏｒｒｉｓ Hａｉｒ

豊島区巣鴨1-12-3小川会館ビル2F

美容室

211 プ－ケット
212 健楽

台東区上野6-8-192F
台東区上野6-16-7 D・B上野Ⅱビル6F

リラクゼーション

213 Rｕａｎｌｅｂｉ

台東区上野4-9-2たいまるビル5F

エステ

214 クライセン

豊島区巣鴨1-15-1 宮田ビル6F

リラクゼーション

215 自遊空間 巣鴨店

豊島区巣鴨1-15-1 宮田ビル4F

マンガ喫茶

216 ネイルサロン フリンデル

豊島区巣鴨3-26-8 桜並木ビル7F

ネイルサロン

217 ム-パ池袋北口店

豊島区西池袋1-43-7福住ビル3F

マンガ喫茶

218 Hａｉｒ Sａｌｏｎ EDWARD

豊島区南池袋2-27-6第二佐々木ビル5F

美容室

219 癒しの里

台東区上野5-21-1イトービル2F

リラクゼーション

220 東方苑

新宿区新宿3-32-2モトビル3F

リフレ＆エステ

221 ブリアント
222 Sｅｌｌａ

新宿区新宿3-23-1都里一ビル6F
葛飾区西新小岩1-9-10五光ビル2Ｆ

エステ

223 SKY LASH

葛飾区西新小岩1-9-10－5Ｆ

まつエクステ

224 Aｎｇｅ ｈａｉｒ

葛飾区西新小岩1-7-2ソシアルビル1Ｆ

美容室

225 GUL GUL 本店

葛飾区西新小岩1-2-6オゾンビル1Ｆ

美容室

リラクゼーション

美容室

リラクゼーション

リラクゼーション

リラクゼーション

美容室

226 Nａｔｕｒａｌ ｎａｉｌ LUCE

葛飾区新小岩1-46-7岡嶋ビル2F

ネイルサロン

227 ANGE

葛飾区新小岩1-46-6-6F

ネイル＆まつ毛

228 ムーパ新J小岩店

葛飾区新小岩1-46-3東栄ビル7F

マンガ喫茶

229 ブラッキ-新小岩店

葛飾区新小岩1-46-3東栄ビル6F

日焼けサロン

230 自遊空間新小岩店

葛飾区新小岩1-44-2クッタ-ナ新小岩6F

マンガ喫茶

231 インターネットCAFÉ 100

大田区西蒲田7-66ミヤベビル2F

マンガ喫茶

232 Sｉｒｆｕｃｃ Nａｉｌ

大田区西蒲田7-65-8-2F

ネイルサロン

233 指匠

大田区西蒲田7-5-8コパンビル2F

リフレ

234 ジェイエステティック 蒲田店

大田区西蒲田7-48-13渡辺店舗ビル2F

エステ

235 カラダ ｆａｃｔｏｒｙ

大田区西蒲田7-46-9日村ビル2F

エステ

236 ビューテイサロン かさい

大田区西蒲田7-1-8-2F

美容室

237 Lｏｃｏ Lｏｃｏ

大田区西蒲田7-1-11ダイヤビル3F

日焼けサロン

238 まんがランド
239 てもみん大塚駅前店

豊島区北大塚2-1-1大塚プラザビルB1

マンガ喫茶

豊島区南大塚3-53-9-2F

リラクゼーション

240 ボディケアサロン Nａｔｕｒａｌ
241 THE SUNLOUNGE

豊島区南大塚3-53-5松永ビル2F

エステ

中野区中野5-61-6サンモール富士ビル3・4F

日焼けサロン

242 ポパイ
243 HAIRLABO URA
244 OMタイ古式マッサージ

中野区中野5-59-2中野エフワンビル2F

マンガ喫茶

中野区中野5-65-3ホワイトハウス5F

美容室

中野区中野5-65-4山梨ビル3F

リラクゼーション

245 ジェイエステティック 中野店
246 SOLE 中野店

中野区中野5-65-5豊島興業ビル6F

エステ

中野区中野5-66-4風月堂ビル6F

日焼けサロン

247 ｉｍｕｓ 中野店
248 ネイルサロン メザンジュ

中野区中野5-66-3東京キムラビル4F

美容室

中野区中野5-66-2-2F

ネイルサロン

249 イリオス 王子店
250 ポパイ 王子店

北区王子1-2-3スギモトビルB1

日焼けサロン

北区岸町1-1-7新扇屋ビル4F

マンガ喫茶

251 Nｅｏｌｉｖｅ Bｕｔｔｅｒｆｌｙ
252 SURCE HL
253 ジェイエステティック 目黒店
254 Y Gａｒｄｅｎ 目黒店

品川区上大崎2-15-18 目黒タウンビル3F

美容室

品川区上大崎2-15-15-3F

美容室

品川区上大崎2-15-14高木ビル5F

エステ

品川区上大崎3-3-1坂上ビル2F

リラクゼーション

255 ｅｑｕｒｉ ボンヌ店
256 Tｅ+NAIL

品川区上大崎3-3-1

美容室

品川区上大崎3-3-6永峰ビル2F

ネイルサロン

257 Bｒａｎｃｈｅ
258 ｏａｓｉｓ

品川区上大崎3-4-9

美容室

品川区上大崎3-4-1-2F

美容室

259 ｒｏｕｅｎ
260 Bｌａｕｅ Wｉｅｓｅ
261 Tｉａｒａ

港区白金台3-19-3アイテクノ2F
品川区上大崎2-13-22

美容室
ネイル＆ヘア

品川区上大崎2-16-4玉川屋ビル3F

ネイルサロン

262 メディケア 目黒店
263 Sｐｉｃａ

品川区上大崎2-16-3-4F

エステ

目黒区目黒1-5-19目黒第1ビル5F

マツゲエクステ

264 MARULA
265 奇麗

目黒区目黒1-5-19目黒第1ビル2F

ネイル＆まつ毛

目黒区目黒1-5-16経研第1ビル4F

エステ

266 ｅ・ｑｕｒｉ
267 インターネット＆コミックス ポジション2
268 ｏｒｇａｎｉｃｓ

目黒区目黒1-3-16

美容室

渋谷区恵比寿西1-7-4 ファーストビル5F

マンガ喫茶

渋谷区恵比寿西1-4-1ｕｃｈｉｎｏビル2F

美容室

269 Kｉｓａ ｃｏｒｉｎｏ
270 Eｙｅ Dｅｓｉｇｎ

渋谷区恵比寿西1-3-1-2F

美容室

渋谷区恵比寿西1-3-11 ｂｅｌｌｅ恵比寿7F

マツゲエクステ

271 GENIE 恵比寿店
272 Dｒ Bｏｄｙ BEAUTY

渋谷区恵比寿西1-3-11 ｂｅｌｌｅ恵比寿2F

エステ

渋谷区恵比寿西1-3-10 EBISU TANAKAビル4F

エステ

273 Mｉｌｉｏｕ
274 Dａｎｊｏ Bｉ
275 癒 楽

渋谷区恵比寿西1-2-5 オークビル3F

美容室

渋谷区恵比寿西1-2-1エビスマンション2F

エステ

渋谷区恵比寿西1-1-2 しんみつビル7F

リラクゼーション

276 もーみんぐ
277 NOEVIR Sｔｙｌｅ 恵比寿
278 台北康園

渋谷区恵比寿1-8-7-3F

リラクゼーション

渋谷区恵比寿1-8-4 EBISU ONE BLDG3F

コスメ

渋谷区恵比寿1-8-3 リバストーンハイム5F

リラクゼーション

279 RBC
280 アシユカ

渋谷区恵比寿1-8-3 リバストーンハイム2F

日焼けサロン

渋谷区恵比寿1-7-12 追分ビル4F

リラクゼーション

281 SPEEDY TOKYO HAIR COLOR
282 Aｎｇｅｌｉｃａ Mｉｃｈｅｌｌｅ

渋谷区恵比寿1-7-12 追分ビル3F

ヘアカラー

渋谷区恵比寿1-7-11 吉原ビル6F

ネイル＆まつ毛

283 ヒロ鍼灸
284 恵比寿鍼灸マッサ-ジルーム

渋谷区恵比寿1-7-11 吉原ビル5F

マッサ-ジ

渋谷区恵比寿1-6-1 グリーンハウス高橋301

マッサ-ジ

285 ｓｔａｎｃｅ
286 自遊空間 目黒店
287 CHIC

渋谷区恵比寿1-1-6エビスオークビル1F

美容室

品川区上大崎2-27-1サンフェリスタ目黒9F

マンガ喫茶

品川区上大崎2-25-5

ネイルサロン

288 留園
289 ｅ・ｑｕｒｉ

品川区上大崎2-24-19東和ビル４f

エステ

品川区上大崎2-24-18

美容室

290 ｂｅａｕｔｙ ｒｅｓｏｒｔ ｐｕｒｓｕｉｔ
291 ｃａｒａ 目黒店

品川区上大崎2-24-18

ネイルサロン

品川区上大崎2-17-3北斗目黒ビル3F

日焼けサロン

292 STONE RETCH ＨＥＡＬＩＮＧ SPA
293 Mａｒｉａ

品川区上大崎2-16-3-3F

リラクゼーション

品川区上大崎2-16-3-2F

美容室

294 CHIC 目黒店
295 ｂ，ｈ

品川区上大崎2-16-2-2F

美容室

品川区上大崎2-12-1野田ビル5Ｆ

美容室

296 EARTH 目黒店
297 プロモーション サロン 北千住2号店
298 COCO Nａｉｌ

品川区上大崎2-10-33

美容室

足立区千住3-75 BUM HOUSE3F

エステ

足立区千住3-69-2F

ネイルサロン

299 Nａｉｌｓａｌｏｎ Fａｓｃｉｎｏ
300 HELIOS 北千住店

足立区千住3-68-12-2F

ネイルサロン

足立区千住3-1 ベニヤビル2F

日焼けサロン

301 Nｅｏｌｉｖｅ ｓａｎｇｏ
302 らくらく+

足立区千住2-6-1F

美容室

足立区千住2-4 平賀ビル1F

リラクゼーション

303 ネイルサロン アンリュクス
304 まんがランド 巣鴨店
305 きらら

足立区千住2-22 ベニヤ第2ビル5F

ネイルサロン

豊島区巣鴨2-5-2都ビル5F

マンガ喫茶

墨田区錦糸3-3-10松澤ビル4F

リラクゼーション

306 ダイアモンドLａｓｈ
307 Lｉｎｎ 恵比寿

新宿区新宿3-11-6 エクレ新宿6F

まつエク

渋谷区東3-24-4 高間ビル３F

リラクゼーション

308 ネィディ－ン ネイルズ
309 ｃｌｏｅ

渋谷区東3-24-4 高間ビル1F

ネイルサロン

渋谷区東3-17-11

美容室

310 SOME DAY
311 恵比寿 癒来

渋谷区東3-16-9-2F

ビューテイサロン

渋谷区東3-16-10三浦ビル5F

エステ

312 アトリエギャラ・ドウ
313 SWEET

渋谷区道玄坂2-6-14HYビル3F

美容室

渋谷区恵比寿西2-2-5GOビル5F

美容室

314 Rｅａｌ ｍｅ
315 Eｙｅｌａｓｈ ｓａｌｏｎ ｎｉｋｅ
316 Hａｒｕ-Rｕ

渋谷区恵比寿西2-2-5GOビル3F

美容室

渋谷区恵比寿西1-8-19恵比寿森ビル4F

マツゲエクステ

柏市柏3-9-21山崎ビル1F

美容室

317 SALOND-ｉ
318 BRAUE

柏市柏3-7-19柏共同ビル2F

ヘア＆ネイル

柏市柏3-6-29-1F

美容室

319 Rａｙ Hａｉｒ
320 Beａｕｔｙ ｓｔｕｄ COCO
321 PMK

柏市柏3-6-26-2F

美容室

柏市柏3-6-25柏ツインビルⅠ5F

エステ

柏市柏3-6-25柏ツインビル4F

エステ

322 クレド 柏
323 ｅｎ VOGUE ｃｈｅｖｅｕｘ
324 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ ｖｅｒａｎｄａ

柏市柏3-6-14-1F

美容室

柏市柏3-5-14永江ビル2F

美容室

柏市柏3-11-27-2F

美容室

325 Aｍｐｈｉ ｈａｉｒ
326 THE SUNLOUNGE

柏市柏2-7-9グランディ-ル柏2F

美容室

柏市柏2-5-9ニックハイム柏2F

日焼けサロン

327 Bｅ，Eｓｃｏｒｔ
328 Aｒｔｙｈａｉｒ

柏市柏2-5-9岡田屋ビル3F

脱毛サロン

柏市柏2-5-9岡田屋ビル2F

美容室

329 EARTH 柏店
330 ORANGEPOP

柏市柏2-5-8柏セントラルビル1F

美容室

柏市柏2-5-7

美容室

331 CUORE
332 Tａｓｔｙ Nａｉｌｓ

柏市柏2-5-5ザ・カシワ拾番2F

美容室

柏市柏2-5-3 田口ビル3F

ネイルサロン

333 FOXY Hａｉｒ Dｅｉｇｎ
334 DEPARTURE

柏市柏2-4-12 -1F

美容室

柏市柏2-4-10 -2F

美容室

335 Uｒｓｕｓｈａｉｒ ｓａｌｏｎｅ
336 ブリアント 柏店

柏市柏2-4-1 富士屋ビル2F

美容室

柏市柏2-3-1 オークプラザⅡ6F

エステ

337 IDEA ｄｅｒｍａｆｏ ｌｏｇｙ
338 ジェイエステティック 柏店

柏市柏2-3-1 オークプラザⅡ5F

美容クリニック

柏市柏2-3-1 オークプラザⅡ4F

エステ

339 ｈｅａｒｔｙ KASHIWA
340 まんがランド 柏店

柏市柏1-5-20-2F

美容室

柏市柏1-4-3 京北ビル2F

マンガ喫茶

341 ネイル＆アイラッシュ リグレイス 柏店
342 シーボン フェイシャリストサロン 柏店
343 ｄｉｏ VISAGE

柏市柏1-4-26 第二藤川ビル6F

ネイル＆まつ毛

柏市柏1-4-26 第二藤川ビル3F

エステ

柏市柏1-4-26 第二藤川ビル1F

美容室

344 プラスアイ 柏店
345 CARELIST

柏市柏1-2-35 共同ビルサンシャ 3F

マツゲエクステ

荒川区東日暮里5-50AｎｎｅｘM1F

346 PLUS EYE 北千住東口店
347 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ Sａｉｎｔ・Hｏｎｏｒｅ

足立区千住旭町3-11

美容室
ネイルサロン

文京区本駒込6-15-5

美容室

348 ABCGUM
349 CIEL HAIR DESIGN
350 Bｅａｕｔｙ Sｐａｃｅ 松戸店

新宿区歌舞伎町1-11-112Ｆ

美容室

松戸市本町4-4 MH45ビル2F

美容室

松戸市本町4-4 GK松戸ビル6F

エステ

351 ｅもみ
352 アールズ ネイル
353 ｕｎ ｃｈａｉｎ

松戸市本町4-4 GK松戸ビル3F
松戸市本町4-13ハシヤマビル4F

リラクゼーション
ネイルサロン

松戸市本町4-11 アリタビル3F

美容室

354 ほぐしん 松戸店
355 ジェイエステティック 松戸店
356 グランモア 松戸店

松戸市本町20-1 新角ビル3F

リラクゼーション

松戸市本町18-8 吉場ビル2F

エステ

松戸市本町18-4 NBF 松戸ビル8F

357 ｄｏｖｅ
358 TRUTH 松戸店
359 ｈａｉｒ ｓｐａｃｅ ｃｏｃｏ ｓｈｉｂｕｙａ 松戸店
360 Pｕｒｅ Jｅｗｅｌｒｙ

松戸市本町17-19 松戸伸和ビル2F

エステ
美容室

松戸市本町15-1PHOMES松戸駅前レジデンス1F

美容室

松戸市本町14-20

美容室

松戸市本町14-18松戸トシオビル803

ネイルサロン

361 まんがランド 松戸店
362 ARCELL

松戸市本町1-23エーエムエスビル6F
松戸市本町12-10

マンガ喫茶
美容室

363 Pｕｌｕｎ-Pｕａｎ
364 シーボン・フェイシャリストサロン

渋谷区恵比寿西1-4-4-2F

シェービングサロン

中野区中野5-64-5中野サンピオーネビル5F

エステ

365 シーボン・フェイシャリストサロン
366 ひまわり 整体サロン

豊島区南池袋1-26-9-6Ｆ

エステ

松戸市松戸1292-1シティハイツ1F

367 HEARTY 松戸店
368 カスタマ 松戸店
369 MI-Lan

松戸市松戸1236 ニュ－トウキョウセブンビル4F

リラクゼーション
美容室

松戸市松戸1228-1 松戸ステーションビル2F

マンガ喫茶

松戸市松戸1225森谷ビル5F

370 TBK
371 リッツ 松戸店
372 VISAGE

松戸市松戸1168-4 吉田ビル3F

リラクゼーション
美容室

松戸市本町1-2第2宝星ビル2F

エステ
美容室

373 ROOTS
374 ブリアント 松戸店
375 光サロン THB 千葉松戸店

松戸市本町1-1 松栄館ビル5Ｆ

美容室

松戸市本町1-1 松栄館ビル4Ｆ

エステ

松戸市小根本20-6-３F

376 ラ・ウイクトワ－ル
377 ポパイ 船橋店

松戸市小根本20-6-1F

エステ
美容室

378 ａｖｌｉ
379 シャララガール 船橋店
380 ILCHI BRAIN YOGA

船橋市本町3-33-13 フォートリス船橋2F

381 エステサロン 健康苑
382 クチュリェ・シュシュ

船橋市本町3-1-1 柏屋ビル3F
船橋市本町3-1-1 柏屋ビル2F

エステ
美容室

383 ROSE
384 VS28 スキンケアスタジオ BALI IN 船橋
385 ヘア-デザイン コク－ン

船橋市本町2-6-2 1F

エステ

船橋市本町2-3-1 滝一本町ビル5F
船橋市本町2-26-27 押田ビル1F

エステ
美容室

386 HEAD QUA RTERS ｈａ
387 美容室 フタバ

船橋市本町1-9-11 銅市ビル1F

美容室

船橋市本町1-12-11ダイアパレス2F

美容室

388 PUZZLE ｈａｉｒ
389 ROOTS

船橋市本町1-10-8 杉森ビル2F

美容室

船橋市本町1-10-7 ユーハーブビル4F

美容室

390 ジュエル 船橋店
391 Aｐａｉｓｅｒ Bａｇｕｅｔｔｅ
392 ｋａｉｙｏ 柏東口店

船橋市本町1-10-7 ユーハーブビル3F

ネイルサロン

船橋市本町1-10-7 ユーハーブビル2F

リラク＆エステ

柏市柏4-8-13 アサヒビル5F

393 SOLE
394 Bｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎ ｐａｌａｉｓ
395 FUFU ｎａｉｌ

柏市柏4-8-13 アサヒビル3F

リラクゼーション
日焼けサロン

柏市柏3-10-30 第3泉ビル7F

ネイルサロン

柏市柏3-10-29-５F

396 M＆A
397 EYELA 柏店
398 クロロフィル 柏駅前美顔教室

柏市柏2-9-13 サンオ－クビル5F

ネイルサロン
美容室

柏市柏2-9-13 サンオ－クビル3F

マツゲエクステ

柏市柏2-9-13 サンオ－クビル2F

399 VILLA
400 OASIS

柏市柏2-8-9 CHIBA SKY BLDG4F

エステ
美容室

柏市柏2-8-17-5F

リラクゼーション

401 ル・ソニア 柏店
402 ａｔｅｌｉｅｒ ｐｒｅｓｅｎｔ，ｓ ｋａｓｉｗａ
403 MY ｓｔｙｌｅ

柏市柏2-7-9 グランディ-ル柏4F
柏市柏2-7-11 三星ビル1F

エステ
美容室

柏市柏2-6

美容室

404 らくらくハウス
405 ラ・パルレ

柏市柏2-3-13－2F

リラクゼーション

足立区千住2-26 エクセル33-5F

エステ

406 まんがランド 北千住2号店
407 MUSEE PLATINUM

足立区千住2-26 エクセル33-3F

マンガ喫茶

松戸市本町1-2第2宝星ビル4F

408 CUORE
409 CIEL HAIR DESIGN
410 NAIL NAIL

松戸市本町1-12-3F

エステ
美容室

柏市柏3-10-30 第3泉ビル1F

美容室

柏市柏2-3-13－3F

ネイルサロン

411 PROVOST
412 BOLERO

さいたま市大宮区宮町1-71-5
さいたま市大宮区宮町2-3-1第二大矢部ビル3F

ネイルサロン
美容室

413 CUPPEN
414 癒しの空間 ひまわり
415 Bｅａｕｔｙ Sａｌｏｎ IKA

さいたま市大宮区宮町2-2-2フジックス宮町ビル4F

マツゲエクステ

さいたま市大宮区宮町2-2-2フジックス宮町ビル3F
さいたま市大宮区宮町2-2-2フジックス宮町ビル1F

リラクゼーション
美容室

416 Fｅｒｉｚ
417 癒し処 悠善 東口店

さいたま市大宮区宮町2-2-2 ビル4F

マツゲエクステ

さいたま市大宮区大門町2-86 田原ビル5F

リラクゼーション

松戸市本町1-5 MKビル9F

船橋市本町4-41-25 共栄ビル4F
船橋市本町3-32-28 平成ビル4F
船橋市本町3-32-28 平成ビル2F

マンガ喫茶
美容室
マツゲエクステ
ヨガ

418 ａｔｅｌｉｅｒ ｐｒｅｓｅｎｔ，ｓ 大宮
419 ｇｒａｎｄａｇｅ 大宮店

さいたま市大宮区大門町2-12

美容室

さいたま市大宮区大門町2-11 プロスパ－ワンズビル7F

美容室

420 ｓｔｙｌｅ ｖｉｅｗ 大宮店
421 Sweet ｃｕｒｅ 大宮店

さいたま市大宮区大門町2-11 プロスパ－ワンズビル6F

エステ

さいたま市大宮区大門町2-11 プロスパ－ワンズビル3F

エステ

422 ジェイエステティック 大宮東店
423 ｗａｖｅ，ｓ ACT

さいたま市大宮区大門町1-18 キムラヤビル3F

エステ
美容室

424 脱毛Lａｂｏ 大宮店
425 ｗａｖｅ，ｓ 大宮店

さいたま市大宮区大門2-2-2 丸藤ビル4F
さいたま市大宮区大門2-2-2 丸藤ビル1F

エステ
美容室

426 シーボン フェイシャリストサロン 大宮店
427 Iｎｔｅｒｎｅｔ ｃａｆｅ 910
428 自遊区間 ロサ会館店

さいたま市大宮区大門2-1-1エキニア大宮ビル5F

エステ

豊島区東池袋1-4-2 三経ビル 4F

マンガ喫茶

豊島区西池袋1-37-12ロサ会館4F

マンガ喫茶

429 Dｉａｍａｍｔ Rｏｓｅ
430 Sｏｅｎ 大宮店

豊島区池袋2-39-10 池袋倉田ビル2F
さいたま市大宮区宮町モンクール宮町ビル5F

マツゲエクステ
美容室

431 ａｍｅ HAIR
432 SLEEK

さいたま市大宮区宮町2-8-2 第9松ビル1F

美容室

さいたま市大宮区宮町2-215

美容室

433 メディアカフェ ポパイ 大宮店
434 Kｏｒａｔ

さいたま市大宮区仲町1－24オリンピアビル3F

マンガ喫茶

さいたま市大宮区大門町3-190 大宮豊田ビル2F

435 Hａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ｑｕｅｓｔｉｏｎ
436 FERIE

さいたま市大宮区大門町3-190 大宮豊田ビル1F

リラクゼーション
美容室

さいたま市大宮区大門町3-185-1－2F

美容室

437 美容室 Aｋｅｍｉ
438 アツシュ 大宮店

さいたま市大宮区大門町3-184

美容室

さいたま市大宮区大門町3-169-2 ダヴィンチ大宮ビル1F

美容室

439 Hａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ Aｎｔｉｇａ
440 Laf Hｉｇｈ ｓｔａｎｄａｒｄ

さいたま市大宮区大門町2-26 鍵利ビル2F

美容室

さいたま市大宮区大門町2-25

美容室

441 HIPS
442 美容室 XUON
443 山口美容室

さいたま市大宮区大門町2-1-8

美容室

さいたま市大宮区大門町2-13-3

美容室

川口市栄町3-12-3

美容室

444 ＶＥＲＣＨＥ
445 Ｈearts

さいたま市宮町2-11-5 大畑ビル7F

ネイルサロン

さいたま市大宮区宮町2-8-2 第9松ビル5F

エステ

446 絆
447 アプティパ

さいたま市大宮区宮町2-17 パインズビル402

リラクゼーション
美容室

448 ニンサヤム 宮町店
449 reve

さいたま市大宮区宮町2-141 コスモプレイス一の宮3F
さいたま市大宮区高鼻町1-78

リラクゼーション
美容室

450 Affino
451 Ｄoliice

さいたま市大宮区高鼻町1-7

美容室

さいたま市大宮区高鼻町1-31-1-Ｂ1F

美容室

452 Ｂeach
453 Azur 大宮店

さいたま市大宮区高鼻町1-108-1

美容室

さいたま市大宮区大門町3-205

美容室

454 nico
455 Parco

さいたま市大宮区大門町3-195

美容室

さいたま市大宮区大門町3-163-1

美容室

456 LOVI，S
457 ら-ず

さいたま市大宮区大門町2－86田原ビル2F

美容室

さいたま市大宮区大門町2-13-3-3F

エクステ

458 ｕｎ-ｆｉｌ
459 reve

さいたま市浦和区東仲町25-28

美容室

さいたま市浦和区東仲町25-2

美容室

460 ａｒｃｈｅ
461 セピア

さいたま市浦和区東仲町25-1 浦和JSビル2F

美容室

さいたま市浦和区東仲町11-23

美容室

462 (株)ウェリナ
463 ｒｅｐａｉｒ 浦和駅前店

さいたま市浦和区東仲町11-1-3F

マツゲエクステ

さいたま市浦和区東仲町11-1-2F

リラクゼーション

464 ことぶき 浦和店
465 BLOSSOM 浦和店

さいたま市浦和区東高砂町3-4

リラクゼーション
美容室

466 Bｅａｕｌａｒｓ
467 ｂｉ SALSA 浦和店
468 シ－ボン 浦和店

さいたま市浦和区高砂2-6-19

469 COMIC BUSTER 浦和店
470 THE SUN LOUNGE

さいたま市大宮区大門町1-10-3

さいたま市大宮区宮町2-147

さいたま市浦和区東高砂町3-3 HIGHFIELDBLD2F
さいたま市浦和区高砂2-6-14 小泉ビル2F

ネイルサロン
美容室

さいたま市浦和区高砂2-6-13 あずさビル4F

エステ

さいたま市浦和区高砂2-6 本田屋ビルB１F
さいたま市浦和区高砂2-6 小泉ビル2F

マンガ喫茶
日焼けサロン

471 ジェイエステティック 浦和店
472 Fｅｒｅ Bｒｉｇｈｔ 渋谷店

さいたま市浦和区高砂2-1-20 日建高砂ビル5F

エステ

渋谷区渋谷1-24-7 渋谷宮下パークビル3F

マツゲエクステ

473 ｄｅｉｃｙ ｎａｉｌ＆ｅｙｅｌａｓｈ
474 Aｎｇｅｌｉｃａ Mｉｃｈｅｌｌｅ 渋谷店

渋谷区渋谷1-24-7 渋谷宮下パークビル3F

アイメイク＆ネイル

渋谷区渋谷1-24-7 渋谷フラットビル3F

アイメイク＆ネイル

475 Gｏｏ－ｉｔ 宮益坂店
476 YAG BEAUTY CLINIC

渋谷区渋谷1-24-4 渋谷こうゆうビル9F

リラクゼーション

渋谷区渋谷1-24-15 ヒラゼン宮益ビル8F

エステ

477 Dｉｅｅｔ Lａｂｏ
478 GINZA LA・BO

渋谷区渋谷1-24-15 ヒラゼン宮益ビル10F
渋谷区渋谷1-23-18

ワールドイーストビル6F

エステ
美容室

479 RAYVIS
480 Lｅ・AR

渋谷区渋谷1-23-18

ワールドイーストビル10F

渋谷区渋谷1-14-15 森ビル3F

エステ
美容室

481 ｄｏｒｏｔｈｙ

渋谷区渋谷1-12-24 渋谷707ビル4F

美容室

482 アプレシオ 渋谷BEAM店
483 ポパイ 新宿店

渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAMビル5F

マンガ喫茶

新宿区新宿3-22-7 指田ビルB1F

484 Zｅｐｈｙｒ
485 Nａｉｌ ＆Aｒｔ ｓｈｏｐ Lｕｍｉｎｅｕｓｅｓ
486 リラクゼーション いちおし

杉並区高円寺北3-24-6 フォーラム高円寺2-B

マンガ喫茶
美容室

杉並区高円寺北3-22-18 パル高円寺3F

ネイルサロン

杉並区高円寺北2-7-6-1F

リラクゼーション

487 ネイルサロン ラ・プリンセサ
488 Ash

杉並区高円寺北2-6-4 泉ビル6F
杉並区高円寺北2-6-4 泉ビル2F

ネイルサロン
美容室

489 ビアンカ
490 トータルボディケア ACQUA
491 高円寺全身もみほぐし

杉並区高円寺北2-6-1 湘和ビル7F

アイメイク＆ネイル

杉並区高円寺北2-6-1 湘和ビル5F

リラクゼーション

杉並区高円寺北2-6-1 湘和ビル3F

リラクゼーション

492 らく屋
493 ｊｅｎｎｙ Nａｉｌ
494 ｙｕｚｕｒｉｈａ

杉並区高円寺北2-4-7 杉原ビル1F

リラクゼーション

杉並区高円寺北2-22-6 楓ビル2F
杉並区高円寺北2-21-6 レインボービル4F

ネイルサロン
美容室

495 Bｅｅ Nａｉｌ＆Bｙｅｌａｓｈ
496 リラクストア

渋谷区道玄坂2-6-15鈴井ビル4F

アイメイク＆ネイル

渋谷区道玄坂2-28-5 SUN Jビル8F

リラクゼーション

497 ドクタ-DSメディカルスパ
498 楽楽

渋谷区道玄坂2-10-12 新大宗ビル3号館10F

スパ

渋谷区渋谷3-18-8 吉村ビル5F

リラクゼーション

499 もみの気 ハウス
500 指ラックス

渋谷区渋谷3-18-7 渋谷東1号館7F

リラクゼーション

渋谷区渋谷3-18-7 ナルセビル4F

リラクゼーション

501 ハートストレッチ
502 Aｎｇｅｌｉｃ

渋谷区渋谷3-15-5 グリームビル2F

リラクゼーション
まつげエクステ

503 Rｅ・Rａ・Kｕ 目黒店
504 漢方美顔サロン シンカイ

目黒区下目黒1-1-14 コノトラビル8F

505 ｏｎｅ Lｏｖｅ Nａｉｌｓ 池袋店
506 LB 美容サロン

豊島区西池袋1-21-3 リビックオオノビル6F
豊島区西池袋1-21-3 リビックオオノビル3F

ネイルサロン
美容室

507 ｈａｉｒ ｍａｋｅ ａｒｔ－ｎｏｉｓｅ
508 インターネットカフェ アットワン

豊島区西池袋1-18-3-2F

美容室

豊島区西池袋1-17-6 池袋西口センタービル7F

マンガ喫茶

509 あしカラダ 池袋店
510 ウエスト

豊島区西池袋1-17-10 エキニア池袋8F
豊島区西池袋1-16-8 池袋山口ビル4F

リラクゼーション
美容室

511 Rｅ：ｆｅａｔ 池袋店
512 ハンドセラピー ミストモック

豊島区西池袋1-16-8 池袋山口ビル3F

エステ

豊島区西池袋1-16-1 新東第一ビル4F

ハンドセラピー

513 Rｅｆｒｅｓｈ 池袋西口店
514 LAVA 高円寺店

豊島区池袋2-1-1-2F

リラクゼーション
ヨガスタジオ

515 楽一 2号店
516 QUATRE HAIR

渋谷区渋谷1-24-14 こうゆうビル5F
品川区東五反田5-28-11 クレール五反田402

リラクゼーション
美容室

517 SOLE 五反田店
518 カットポイントS美容室

品川区東五反田5-28-11 クレール五反田205

日焼けサロン

品川区東五反田5-28-10 第2花谷ビル4F

美容室

519 TO THE RELAX
520 EARTH 五反田店

品川区東五反田5-28-10 第2花谷ビル2F
品川区東五反田5-22-33

エステ
美容室

521 nico
522 TBK

品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル7F

美容室

目黒区目黒1-6-17 目黒プレイスタワ-B1

美容室

523 一龍 新宿店
524 高興リラツクス空間 池袋店
525 ｃｏｃｏｓａｌｏｎ 池袋店

新宿区新宿3-36-2 新宿キリンビル8F

リラクゼーション

豊島区東池袋1-39-6-3F

リラクゼーション
美容室

526 CUSTOMA 池袋西口店
527 髪藝坊 髪型設計

豊島区西池袋1-21-13 南蛮ビル2F
豊島区池袋1-1-3 豊ビル2F

マンガ喫茶
美容室

528 Beauty Sａｌｏｎｓ
529 クロード モネ 新宿店

豊島区池袋1-1-2F

美容室

新宿店新宿3-37-11 安与ビル4F

美容室

530 Pｒｏｃａｒｅ Eｙｅｌａｓｈ 新宿本店
531 Rｅ・Rａ Kｕ 新宿東口店

新宿区新宿3-22-11 RSビル7F

マツゲエクステ

新宿区新宿3-22-11 RSビル7F

リラクゼーション

532 Gｏｏ－ｉｔ 新宿店
533 ｅｓNAIL ｓｈｉｎｊｙｕｋｕ
534 フットセラピー 新宿東口店

新宿区新宿3-22-11 RSビル5F

リラクゼーション

新宿区新宿3-22-11 RSビル10F

ネイルサロン

新宿区新宿3-21-6 龍生堂ビルB2F

535 Eｕｐｈｏｒｉａ FOR HAIR
536 Vｅｎｕｓ Lａｓｈ 新宿店

新宿区新宿3-20-8 TOPS FS ｂｌｄｇ5F

リラクゼーション
美容室

537 山﨑伊久江美容室
538 クロロフィル 渋谷美顔教室

渋谷区渋谷1-24-6 マトリクス・ツ-ビル3F

539 HAIR SALON M
540 BLACKY

豊島区南池袋1-23-11

エステ
美容室

渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館3F

日焼けサロン

541 フィジーク
542 BLACY 大宮西口店

さいたま市大宮区桜木町2-2-23 石井第一ビル5F

エステ
日焼けサロン

543 いやし泉屋 大宮店
544 Wisp HAIR 大宮店
545 カラダ コレクト

さいたま市大宮区桜木町1-1-18 誠ビル3F

目黒区目黒1-4-8 ニュ-目黒ビル6F
豊島区西池袋1-21-3 リビックオオノビル7F

杉並区高円寺北2-21-4 リリ-ベル高円寺スクエア2F

豊島区西池袋1-44-3 栄成ビル5F

新宿区新宿3-14-23 マヤビル4F
渋谷区渋谷1-14-14ウエムラ会館ビル6F

さいたま市大宮区桜木町2-2-23 石井第一ビル4F

リラクゼーション
美顔サロン

エステ
美容室

さいたま市大宮区桜木町1-1-18 誠ビル2F

リラクゼーション
美容室

さいたま市桜木町2-2-8 AOYAMA808ビル5F

リラクゼーション

546 Lｅｃｏｅｕ 大宮店
547 HARVEST

さいたま市桜木町2-2-5 松村ビル2F

美容室

さいたま市大宮区高鼻町1-40

美容室

548 コリンズ

渋谷区渋谷3-18-8 大野ビル6F

リラクゼーション

549 ROSE
550 アトリエ MAI
551 ポパイ

さいたま市桜木町2-2-8 AOYAMA808ビル2F

リラクゼーション
美容室

552 EARTH 川崎店
553 Bａｔｉｋ 川崎店

川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ビル1F

マンガ喫茶
美容室

川崎市川崎区砂子2-4-20 ニュ-タケウチビル5F

ヘア＆ネイル

554 LOCO LOCO 川崎店
555 Nａｔｕｒａｌ 川崎

川崎市川崎区砂子2-4-20 ニュ-タケウチビル3F

日焼けサロン

川崎市川崎区砂子2-4-17 ｃａｓｓｉａビル3F

556 パティ
557 九龍足道

川崎市川崎区砂子2-2-8 さかいビル3F

エステ
美容室

川崎市川崎区砂子2-2-8 さかいビル2F

リラクゼーション

558 爽 健
559 Aｓｈ 川崎店

川崎市川崎区砂子2-11-29 平松川崎ビル4F
川崎市川崎区砂子2-11-29 平松川崎ビル1F

リラクゼーション
美容室

560 Nｏｖｅｌ ｂｙ Tｉｎａ
561 ATRIA UNITED
562 Nｅｏｌｉｖｅ ａｐｉ

川崎市川崎区砂子2-11-25 丸滝ｉｓａｇｏビル3F

美容室

川崎市川崎区砂子2-11-20 加瀬ビル133 ３F

美容室

豊島区東池袋1-29-4 成田ビル5F

美容室

563 Jｕｎｅ Gｒａｉｎｅ
564 シュエット

豊島区東池袋1-28-6 パールシティビル5F

エステ

豊島区東池袋1-28-6 パールシティビル4F

565 HAIR SLON M
566 ピ－ディ-フィノ

豊島区東池袋1-22-13 近代グル－プBLD11号館4F

リラクゼーション
美容室

豊島区東池袋1-2-2 東池ビル6F

美容室

567 CHA TRA HAIR
568 オリ－ブ邸

豊島区東池袋1-22 サンケエビルB1F

美容室

豊島区東池袋1-13-9 鳥駒第二ビル9F

リラクゼーション

569 癒体足心
570 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ Gｒａｐｈｙ
571 Gｏｏｄ Hａｉｒ

豊島区東池袋1-13-9 鳥駒第二ビル7F
豊島区東池袋1-12-10 池袋ヤンズビル4F

リラクゼーション
美容室

豊島区西池袋5-2-12 サンSTK1F

美容室

572 Aｒｏｍａ ｃｈａｒｍｅ
573 エタ-ナル

豊島区西池袋5-1-5 第二春谷ビル5F

エステ

豊島区西池袋3-31-6 パークライムウエスト501

574 L－Bｌｏｓｓｏｍ
575 ギンナリ

豊島区西池袋3-31 キャンティ第2ビル1F

エステ
美容室

576 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｆａｃｅ
577 アイラッシュサロン Jｅｒｒｙ
578 BLｕｍｅ DECORE

豊島区西池袋3-29-9 福利ビル2F

リラクゼーション
美容室

豊島区西池袋3-29-9 C3ビル5F

アイラッシュ

豊島区西池袋3-29-10-1F

美容室

579 Aｌｕｓｈｅ Hａｉｒ Dｅｓｉｇｎ
580 ｃｏｃｏ 新宿店

新宿区新宿3-35-5 守ビル4F

美容室

新宿区歌舞伎町1-18-19 吉川ビル4F

美容室

581 楽堂整体院
582 BLACKY

新宿区歌舞伎町1-18-19 吉川ビル3F

リラクゼーション
日焼けサロン

583 コミックバスターシーズカフェ上野湯島店
584 YOKOTA 中野サンモール店

文京区湯島3-40-7-3.4F
中野区中野5-67 ｓｋビル2F

マンガ喫茶
リラクゼーション

585 AUBE ｈａｉｒ ｂｅｌｌ
586 もみ吉 池袋本店
587 Nａｉｌ ｅｉｍ

中野区中野5-65-6 第三山和ビル7F

美容室

豊島区池袋2-41-1 北村ビル2F

リラクゼーション

豊島区池袋2-13-7 1F

ネイルサロン

588 Lｅａ Lｅａ Nａｉｌ
589 リンパ リラクゼ-ション

豊島区池袋1-1-8 SKYビル4F

ネイルサロン

豊島区巣鴨1-18-10

リラクゼーション

590 リラネイルサロン
591 HAIR STUDIO ｃｒｉｂ

台東区上野6-7-9 中川ビル4F

ネイルサロン

台東区上野6-7-3 幸正ビル5F

美容室

592 RELAXA
593 PMK 上野店

台東区上野6-16-7 D・B上野Ⅱビル5F

リラクゼーション

台東区上野6-16-16 上野ORAGAビル4F

594 Pｒｉｓｈ ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ
595 ｂｌｕｅ ｃｌｏｖｅｒ

台東区上野6-16-13 新丸屋ビルB1F

エステ
ネイルサロン

新宿区歌舞伎町1-9-1 睦ビル3F

美容室

596 THE SUNLOUNGE 歌舞伎町店
597 Hair Resort Lａｖｅｎｉｒ
598 RｉRAKU

新宿区歌舞伎町1-8-1 佐藤ビル3F

日焼けサロン

新宿区歌舞伎町1-5-4 第22東ビル7F

美容室

新宿区歌舞伎町1-5-4 第22東ビル3F

リラクゼーション

599 Nｅｏｌｉｖｅ ｈａｎｎａ
600 ZERO

新宿区高田馬場3-2-2 青柳ビル3F

美容室

渋谷区道玄坂2-28-5 SUN Jビル9F

美容室

601 阿里郎リラクゼ-ション 渋谷店
602 Nａｉｌｓａｌｏｎ GLORY

渋谷区道玄坂2-25-9 ロマ-ネ80 5F

リラクゼーション

渋谷区道玄坂2-25-7 大林ビルB1

ネイルサロン

603 NAIL SALON Rｏｓｅｏ
604 ポパイ美容室

渋谷区道玄坂2-25-10 小田原屋ビル5F

ネイルサロン

渋谷区道玄坂2-23-11 ビルトオショオ6F

美容室

605 TRU NAIL SHIBUYA
606 FOREST

渋谷区神南1-20-12 遠山ビル6F

ネイルサロン

渋谷区神南1-20-7川原ビル5F

エステ

607 ｒａ・ｔｔ・ａｔ
608 COS－Pa

渋谷区神南1-20-10 神南興業ビル6F
渋谷区渋谷1-14-14 植村会館ビル7F

エステ
美容室

609 ORCHESTRA

渋谷区宇田川町31-9 近藤ビル2F

美容室

足立区千住1-19-8今井ビル1F
渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館4F

豊島区西池袋3-30-10 スヤマビル3F

豊島区東池袋1-22 サンケエビル3F

610 ｈａｉｒ Rｉｃｈｅ
611 銀座 LA・BO 浦和店
612 Nａｔｕｒａｌ Rｏｏｋ

さいたま市浦和区仲町1-3-7 ホワイトビル4F

美容室

さいたま市浦和区仲町1-2-9 第一エグチビル3FF

美容室

さいたま市浦和区仲町1-10-1 Pｏｒａｍ ｕｒａｗａ2F

ネイルサロン

613 クロード モネ 浦和店
614 AN，TIA 北浦和店
615 QUARTER MILE

さいたま市浦和区仲町1-1 ウイング浦和3F

美容室

さいたま市浦和区常盤9-18-16

美容室

さいたま市浦和区常盤10-9-12

美容室

616 アトリエ ｎｏｎ
617 リッツ 浦和店

さいたま市浦和区常盤10-9-10

美容室

さいたま市浦和区高砂2-6-11 尾張屋第3ビル5F

618 Mｏｉｓｔ Hａｉｒ
619 すがた美容室

さいたま市浦和区高砂2-2-22 中野ビル1F

エステ
美容室

さいたま市浦和区北浦和4-3-3

美容室

620 シバタ美容室
621 CHIC ｌａｍｅｒ

さいたま市浦和区北浦和3-7-1

美容室

さいたま市浦和区北浦和1-1-6

美容室

622 Ash 北浦和
623 Rｅｌａｘａｔｉｏｎ Z・E・N
624 けいらく堂

さいたま市浦和区北浦和1-1-11 登坂ビル1F

美容室

川崎市川崎区本町1-8-2 トラストビル1F

リラクゼーション

川崎市川崎区砂子1-1-12-3F

リラク＆エステ

625 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ ｉｍｕｓ
626 ビューテイサロン フラワー

川崎市川崎区砂子1-1-12-2F

美容室

川崎市川崎区砂子1-1-12-2F

エステ

627 Eｙｅｌａｓｈ Gｉｒａｆｆｅ
628 Neolｉｖｅ ｍｏｃｃａ

川崎市川崎区砂子1-10-1平山ビル3F
川崎市川崎区小川町2-11 イノクマビル3F

マツゲエクステ
美容室

629 日焼 La ｃｏｓｔａ
630 健康苑

川崎市川崎区小川町2-1 美須ビル3F

日焼けサロン

川崎市川崎区小川町2-1 美須ビル3F

リラクゼーション

631 GRANT
632 NAIL SALON ANNULAIRE
633 つぼしパンダ

川崎市川崎区小川町16-17 エムエフプラザ2F

美容室

川崎市川崎区小川町13-1 明石ビル2F

ネイルサロン

台東区上野5-25-8 グランディアビル5F

リラクゼーション

634 TBK
635 OASIS

新宿区高田馬場2-14-7 ニュー西村ビル5F

美容室

新宿区高田馬場2-14-7 ニュー西村ビル3F

リラクゼーション

636 山﨑伊久江美容室
637 ミスプーケ 御徒町店

豊島区東池袋1-1-4 タカセセントラルビル3F

美容室

台東区上野3-20-7Gｙｏｔｏｃビル2F

リラクゼーション

638 ｈａｉｒ ｍａｋｅ MIKI
639 リトス

台東区上野1-18 黒門平成ビル1F

美容室

墨田区錦糸3-8-6 錦糸町レジデンス6F

ネイルサロン

640 シティ ネイル 新宿三丁目
641 Tｗｉｎｋｌｅ Hａｉｒ ｓａｌｏｎ
642 Hａｉｒ Eｘｔｅｎｓｉｏｎ

新宿区新宿3-14-22 小川ビル5F

ネイルサロン

渋谷区道玄坂2-23-10 ランドビル7F

美容室

渋谷区道玄坂2-23-10 ランドビル6F

美容室

643 TRU ｅｙｅｌａｓｈ
644 Lａｖｉｖｉ

渋谷区道玄坂2-23-10 ランドビル5F

マツゲエクステ
ネイルサロン

645 ジェイエステティック 川口店
646 ラベンダ-

川口市本町4-1-１川口SIビル5F
川口市西川口1-9-8 スカイコートB1

エステ
リラクゼーション

647 ｋｏｗｏｏｎ
648 CRYSTAL CODE
649 カロル

川口市西川口1-9-4 三光ビル1F

リラクゼーション

川口市西川口1-23-10 小川ビル1F

ネイルサロン

川口市栄町3-11-15

美容室

650 Cｉｅｌ ｃｏｃｏ 川口店
651 ｓｔｙｌｅ ｖｉｅｗ 川口店
652 免疫美容 川口店 香音

川口市幸町2-7-18

美容室

川口市幸町2-17-1 川口幸町センターステージ2Ｆ
川口市幸町2-14-7 岩崎ビル1F

エステ
リラクゼーション

653 Xａｎａｄｕ HAIR MAKE
654 ネイルサロン J

台東区上野1-20-2 上野東相ビル3F

美容室

台東区上野5-19-4 美すずビル6F

ネイルサロン

655 ｃｏｑｕｉｌｌｅ
656 モミ楽館

台東区上野3-20-7Gｙｏｔｏｃビル6F
新宿区新宿3-31-5 ペガサス館202

エステ
リラクゼーション

657 Rｅｎａｔａ
658 美容整体 茉莉花
659 AXY

新宿区新宿3-23-4

アイラッシュ

新宿区新宿3-14-22 小川ビル9F
新宿区歌舞伎町2-37-3 丸友ビル4F

エステ
美容室

660 ｖｉｖｉ
661 Neolive

新宿区歌舞伎町1-3-10 AXISIビル2F

美容室

新宿区歌舞伎町1-17 戸谷ビル4F

美容室

662 Bａｌｉ ｓｐａ
663 まつげエクステ A2
664 AN，TIA 川口店

新宿区歌舞伎町1-12-5 チェリ-ビル1Ｆ

スパ

渋谷区道玄坂2-23-11 ビルトオショオ5F

マツゲエクステ
美容室

665 SOＬＥ 川口店
666 Mｉｌｌｉｅ ａｉｎｅｅ

川口市栄町3-11-17
豊島区南池袋1-24-6 深野ビル5F

日焼けサロン

667 パルム池袋本店

豊島区南池袋1-21-7 南池袋1丁目1番地ビル6F

668 Nａｉｌｉｓｈ ｃｌｕｂ 池袋店

豊島区南池袋1-21-7 南池袋1丁目1番地ビル6F

エステ
ネイルサロン

669 楽楽堂

台東区上野4-5-11安富ビル5F

リラクゼーション

670 ほぐしの達人 上野御徒町店

台東区上野4-2 江戸ッ子ビル5F

リラクゼーション

671 てもみん 上野御徒町店

台東区上野4-1-2 上野万盛庵ビル2F

リラクゼーション

672 レアルサナンド
673 ジャスミン ネイル

新宿区歌舞伎町1-2-7 星座館ビル1Ｆ

リラクゼーション

新宿区歌舞伎町1-13-8 ベル新宿第二ビル3Ｆ

ネイルサロン

渋谷区道玄坂2-23-10 ランドビル3F

川口市本町4-2-2

アイメイク＆ネイル

674 ム－パ 吉祥寺店
675 AMBIENCE

武蔵野市吉祥寺南町1-4-3 ニューセンタービル6F
武蔵野市吉祥寺南町1-4-1 井の頭ビル506

マンガ喫茶
美容室

676 ZEST吉祥寺店
677 サンラウンジ 所沢店

武蔵野市吉祥寺南町1-12-13 アトムビル1F

美容室

所沢市東町12-14 ねぎしビル2F

日焼けサロン

678 ドンキ整体
679 ゆうらく堂

北区赤羽1-13-6 丸玉ビル4F

リラクゼーション

北区赤羽1-13-6 はやまビル6F

リラクゼーション

680 完全女性専門サロン 一休
681 ティ-エヌ

北区赤羽1-13-2ANTHEM赤羽駅前ビル6F

リラクゼーション

北区赤羽1-10-1 昌栄堂ビル4F

リラクゼーション

682 サンラウンジ 高津溝ノ口店
683 サンラウンジ 亀有店
684 リラクゼーション 夢愛

川崎市高津区二子5-3-3 皆川ビル2F

日焼けサロン

葛飾区亀有5-33-14 矢口ビル4F

日焼けサロン

大田区西蒲田7-64-4 1F

リラクゼーション

685 ゆるり
686 サンラウンジ 北千住店
687 サンラウンジ 西新井店

大田区西蒲田7-44-5 カマタI・Tビル5F

リラクゼーション

足立区千住1-33-11 巴ビル4F

日焼けサロン

足立区梅島3-33-4 岡田ビル2F

日焼けサロン

688 サンラウンジ 錦糸町店
689 Nａｐ Lovers

墨田区江東橋2-6-7 島田ビル4F

日焼けサロン

渋谷区恵比寿1-7-13 久保ビル4F

まつげエクステ

690 ｐｅｔｉｔ MａNａ
691 HAIR SALON M

渋谷区恵比寿1-7-12 追分ビル5F

ネイルサロン

豊島区南池袋1-23-11

美容室

モモコティッシュの設置店は
どんどん増えてます！

かわいい女の子が思わず
手に取っちゃう！

