
みえ生活衛生サービスクーポン利用可能施設（理容室） 令和5年2月22日現在

ＮＯ． 施設名 施設名フリガナ 施設所在地 施設電話番号

1 カットハウスやの カットハウスヤノ 桑名市赤須賀蛭子町2028 0594-22-6272

73 カットハウスイワタニ カットハウスイワタニ 桑名市志知3883-1 0594-31-3868

49 ヘアーサロンアラキ ヘアーサロン アラキ 桑名市野田3-7-3 0594-31-0930

37 城田理容店 シロタリヨウテン 桑名市芳ヶ崎1011-1 0594-31-5634

3 光田理容 ミツダリヨウ 桑名市伊賀町156-1 0594-22-8771

29 ヘアーサロンカトウ ヘアーサロンカトウ 桑名市上野２丁目28-2 0594-22-5480

18 ichi-juugo ｲﾁﾉｼﾞｭｳｺﾞ 桑名市馬道１丁目15 0594-22-2966

24 バーバーエンゼル バーバーエンゼル 桑名市梅園通り26-2 0594-22-2089

28 ヘアーリラクゼーション　フォルテ ﾍｱﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾌｫﾙﾃ 桑名市江場中野696-1 0594-23-2418

27 ヘアーサロン セブン ヘアーサロン セブン 桑名市大貝須18-9 0594-24-8588

50 ヘアーサロンゴトウ ヘアーサロン ゴトウ 桑名市大山田２丁目12-17 0594-31-4139

23 茲出理容店 シデリヨウテン 桑名市小野山東178 0594-22-5798

8 サトウ理容 サトウリヨウ 桑名市春日町31 0594-22-6440

34 カットサロンセコ カットサロンセコ 桑名市坂井1171-1 0594-31-3867

9 バーバーヒトミ バーバーヒトミ 桑名市三栄町48 0594-22-6453

6 ＨＡＩＲ ＳＴＡＧＥ ＹＡＮＯ ヘアー ステージ ヤノ 桑名市三之丸104-1 0594-21-0554

14 ヘアサロンシマダ ヘアサロンシマダ 桑名市新町86 0594-22-5806

4 ミユキ理容店 ミユキリヨウテン 桑名市新屋敷32 0594-22-2720

10 とこやタカハシ トコヤタカハシ 桑名市末広町24 0594-22-0822

5 西川理容 ニシカワリヨウ 桑名市外堀148 0594-22-0171

26 カットパーク 安永 カットパーク ヤスナガ 桑名市大字安永1561 0594-21-2229

41 ヘアーサロンハワイ ヘアーサロン ハワイ 桑名市多度町香取134 0594-48-3176

44 理容　樹 リヨウ　ミキ 桑名市多度町香取399-12 0594-48-5001

43 伊海理容店 イカイリヨウテン 桑名市多度町下野代869 0594-48-2675

45 ｈａｉｒ ｇａｒｄｅｎ ｉｎ ｂｌｏｏｍ ﾍｱｰ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ｲﾝ ﾌﾞﾙｰﾑ 桑名市多度町多度2丁目27-1 0594-48-3587

40 つばめ理容店 ツバメリヨウテン 桑名市多度町戸津501 0594-48-2343

12 アイアンバーバーズ アイアンバーバーズ 桑名市中央町１丁目18 0594-22-4148

46 ヘアーサロンＴ－ＣＯＭ ヘアーサロン ティー カム 桑名市長島町押付354 0594-42-5487

16 とこ善 トコゼン 桑名市西鍋屋町119 0594-21-3737

30 ヘアーサロンオオツキ ヘアーサロンオオツキ 桑名市西別所32-4 0594-22-6975

31 Ａｖｅｎｉｒ アベニール 桑名市西別所968-1 0594-22-3206

36 浜口理容店 ハマグチリヨウテン 桑名市額田312-5 0594-22-6554

35 浅井理容店 アサイリヨウテン 桑名市額田563-1 0594-31-2955

51 伊藤理容店 イトウリヨウテン 桑名市野田3丁目20-15 0594-31-8608

52 Ｙ’ｓＨａｉｒ ワイズヘアー 桑名市野田５丁目8-8 0594-31-8669

22 ハヤシ理容 ハヤシリヨウ 桑名市東方2218-7 0594-22-8665
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13 大野理容店 オオノリヨウテン 桑名市東方畷町298 0594-21-6956

15 高井理容 タカイリヨウ 桑名市東鍋屋町25 0594-22-7418

21 散髪屋ひかり サンパツヤヒカリ 桑名市東方1429-1 0594-23-3841

33 ヘアーサロンＫ＆Ｋ ﾍｱｰｻﾛﾝｹｲｱﾝﾄﾞｹｲ 桑名市東正和台1-12-1 0594-31-0204

39 銀座理容舘 ギンザリヨウカン 桑名市深谷町2158 0594-29-1163

53 MERIKENCO メリケンコ 桑名市星見ヶ丘9丁目810 0594-33-1230

7 一色理容 イッシキリヨウ 桑名市本町28 0594-23-8116

2 長谷川理容 ハセガワリヨウ 桑名市元赤須賀仲町76-1 0594-22-4543

17 理容オオハシ リヨウオオハシ 桑名市矢田磧88 0594-22-2484

11 千鳥理容 チドリリヨウ 桑名市有楽町45 0594-22-2185

38 ヘアーサロン日沖 ヘアーサロンヒオキ 桑名市芳ヶ崎771 0594-31-2685

25 ヘアーサロンマキタ ヘアーサロンマキタ 桑名市和泉1282 0594-22-7681

20 ゴトウ・ヘア・レスパイト ゴトウ・ヘア・レスパイト 桑名市若宮町２丁目1565 0594-24-5030

553 HAIR-STUDIO ZERO ヘアースタジオゼロ 桑名市多度町御衣野645 0594-87-5877

42 ヘアーサロンいとう ヘアーサロンイトウ 桑名市多度町小山1901-32 0594-48-4572

612 ワンステップ ワンステップ 桑名市筒尾６−７−１ 0594-32-0860

69 理容ナガタ リヨウナガタ いなべ市員弁町楚原541-3 0594-74-2572

54 HAIR SALON ITO ヘアーサロン イトウ いなべ市藤原町川合1484-1 0594-46-2762

67 ヘアーサロン オオツキ ヘアーサロン オオツキ いなべ市員弁町大泉新田56-5 0594-74-5464

66 カトレヤ理容室 カトレヤリヨウシツ いなべ市員弁町上笠田2652 0594-74-2586

68 ヘアサロンサチ ヘアサロンサチ いなべ市員弁町笠田新田905-3 0594-74-2571

70 トルム トルム いなべ市員弁町楚原1045 0594-74-6705

65 バーバーズショップ ミタニ バーバーズショップ ミタニ いなべ市大安町梅戸715 0594-77-0947

61 伊藤理容 イトウリヨウ いなべ市大安町大井田1167-4 0594-77-1328

64 愛晃理容 アイコーリヨウ いなべ市大安町平塚539-1 0594-78-0273

62 日沖理容店 ヒオキリヨウテン いなべ市大安町南金井1069 0594-77-0258

63 マジマ理容 マジマリヨウ いなべ市大安町南金井996 0594-77-0712

57 ＤＥＣＯ ８ ｈａｉｒ デコ エイト ヘアー いなべ市藤原町大貝戸2770-25 0594-46-3881

56 藤理容 フジリヨウ いなべ市藤原町大貝戸365-1 0594-46-3627

55 理容かわさき リヨウカワサキ いなべ市藤原町篠立374 0594-46-4660

59 フラワー理容室 フラワーリヨウシツ いなべ市北勢町阿下喜2073 0594-72-3223

60 ヘアーサロン パピヨン ヘアーサロン パピヨン いなべ市北勢町阿下喜1998 0594-72-2192

58 キング理容館 キングリヨウカン いなべ市北勢町阿下喜2091-3 0594-72-2585

77 ヘアーサロンアン ヘアーサロン アン 員弁郡東員町笹尾西4丁目8-7 0594-76-1680

75
ネオポリストータルビューティーサ
ロン

ネオポリストータルビューティーサ
ロン

員弁郡東員町笹尾東３丁目2-8 0594-76-6951

76 カットハウス スライブ カットハウス スライブ 員弁郡東員町城山２丁目30-7 0594-76-5056
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74 髪処すいり カミドコロスイリ
員弁郡東員町中上280-1 スクラムメッ
セ

0594-76-2158

71 ヘアーサロン カミモリ ヘアーサロン カミモリ 員弁郡東員町南大社1217-1 0594-76-3561

72 Ｂｂ　ＮＡＫＡＹＡＭＡ バーバー ナカヤマ 員弁郡東員町南大社780-2 0594-76-2249

48 伊藤理容 イトウリヨウ 桑名郡木曽岬町富田子288 0567-68-2478

47 ヘアーズ　ニューキンキ ヘアーズニューキンキ 桑名郡木曽岬町西対海地77 0567-68-1058

94 土井理容店 ドイリヨウテン 三重郡朝日町縄生1797 059-377-2373

90 理容てらもと リヨウテラモト 三重郡川越町大字豊田460 059-365-1707

97 Ｃｕｔ ＢＡＲ ウェーブ カットバー ウェーブ 三重郡川越町亀崎新田10-1 059-365-3633

95 ヘアーサロン リリー ヘアーサロン リリー 三重郡川越町高松91-2 059-365-3370

96 フジタ理容 フジタリヨウ 三重郡川越町当新田746 059-365-5596

93 ヘアーサロン　髪ｉｎｇ ヘアーサロンカミング 三重郡川越町豊田153 059-365-4647

89 ヘアサロン カワムラ ヘアサロン カワムラ 三重郡川越町豊田269-7 059-365-0315

91 水谷理容 ミズタニリヨウ 三重郡川越町豊田271-3 059-365-0915

92 スター理容 スターリヨウ 三重郡川越町豊田588 059-365-3492

652 山本理容店 ヤマモトリヨウテン 三重郡川越町豊田一色39-3 0593-65-8887

554 理容室　ラビッツ リヨウシツ　ラビッツ 三重郡川越町北福崎153 059-318-2440

188 enn エン
三重郡菰野町大字福村字清水136-3
5号

059-324-8719

174 増田理容店 マスダリヨウテン 三重郡菰野町小島2796 059-396-2995

178 ＳＯＬＥＩＬ ソレイル 三重郡菰野町大強原2082 059-393-2485

171 いとう理容店 イトウリヨウテン 三重郡菰野町音羽885 059-394-1437

164 ヘアーサロンＨＯＴＴＡ ヘアーサロン ホッタ 三重郡菰野町神森896-2 059-394-6003

166 ＨＡＩＲＢＯＸ ひろた ヘアーボックス ヒロタ 三重郡菰野町菰野1030-3 059-394-1010

165 アケボノ理容室 アケボノリヨウシツ 三重郡菰野町菰野1049-1 059-393-1711

167 理容ロング リヨウロング 三重郡菰野町菰野1422-3 059-393-2694

177 ヘアーサロン サカクラ ヘアーサロン サカクラ 三重郡菰野町下村42 059-394-1237

176 位田理容店 インデンリヨウテン 三重郡菰野町下村752 059-394-2900

170 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＫＩＴＡＺＵＭＩ ヘアーサロン キタズミ 三重郡菰野町潤田2088-6 059-394-6733

179 ヘアーサロン ホリウチ ヘアーサロン ホリウチ 三重郡菰野町諏訪3799-1 059-394-1286

175 ヘアーサロン タチ ヘーサロン タチ 三重郡菰野町田口新田2205-1 059-396-1313

173 松岡理容室 マツオカリヨウシツ 三重郡菰野町竹成2098 059-396-0139

172 カナヅ理容 カナヅリヨウ 三重郡菰野町千草6447 059-393-3559

168 理容　リュー リヨウリュー 三重郡菰野町福村64-5 059-394-1262

654 理容ロング リヨウロング 三重郡菰野町菰野1422-3 059-393-2694

169 バーバーむらい バーバームライ 三重郡菰野町菰野2298-2 059-394-1696

187 ヘアー・トーマス ヘアー・トーマス
四日市市上海老町字東大沢1633-
142

059-326-1555

559 バーバーショップ・トリム バーバーショップ・トリム 四日市市大字茂福243-2 059-365-3750
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565 ヘアスペース銀座 ヘアスペースギンザ 四日市市川原町15番1号 059-331-5351

155 ピース理容 ピースリヨウ 四日市市笹川8丁目50 059-337-9830

163 ヘアーサロン さくら ヘアーサロン サクラ 四日市市智積町80-21 059-327-1138

560 レオ レオ 四日市市ときわ3-1-1 0593-51-0004

78 細野理容店 ホソノリヨウテン 四日市市富田浜町19-14 059-365-2974

115
メンズ ビューティーサロン ロンド
ン

メンズ ビューティーサロン ロンド
ン

四日市市西坂部町4774-1 059-352-7064

98 ヘアーサロン クラウン ヘアーサロン クラウン 四日市市蒔田２丁目1-22 059-364-1783

180 ヘアーサロン クラウン ヘアーサロン クラウン 四日市市あがたヶ丘１丁目206 059-326-1001

181 バーバーサンドム バーバー サンドム 四日市市あがたヶ丘３丁目17-12 059-326-7120

102 ヘアサロン シロー ヘアサロン シロー 四日市市あかつき台１丁目1-141 059-337-2603

101 理容モダン リヨウモダン 四日市市あかつき台２丁目2-101 059-338-4712

182 カプリチオ カプリチオ 四日市市赤水町974-4 059-326-9580

107 Ｈａｉｒ Ｐａｒｋ ＯＫＡ ヘアー パーク オカ 四日市市朝明町454-1 059-338-5500

119 ヘアーサロン イクワ ヘアーサロン イクワ 四日市市生桑町189-1 059-331-1908

105 サロンドウ　ジェム サロンドウ　ジェム 四日市市伊坂台２丁目6 059-363-3690

186 ヘアーサロンひかり ヘアーサロン ヒカリ 四日市市市場町506-2 059-339-0245

134 田中理容室 タナカリヨウシツ 四日市市追分3-4-12 059-346-0953

139 なかで　理容店 ナカデリヨウテン 四日市市大字泊村1128-108 059-346-1643

564 川口理容館 カワグチリヨウカン
四日市市沖の島町2-9-103　グランド
メゾン四日市中央

059-353-0363

124 スイート理容 スイートリヨウ 四日市市尾平町2533-1 059-332-1874

145 サチ理容 サチリヨウ 四日市市貝家町1606-1 059-321-3765

121 水谷理容 ミズタニリヨウ 四日市市川島町5666-4 059-321-1221

122 理容ウチダ リヨウウチダ 四日市市川島町5930-48 059-321-8695

128 村田理容 ムラタリヨウ 四日市市川島町7431 059-322-0330

126 バーバーライフ バーバーライフ 四日市市川島町西広6200-5 059-321-4235

141 コトブキ理容店 コトブキリヨウテン 四日市市小林町1892-1 059-321-1204

131 酒井理容店 サカイリヨウテン 四日市市小古曽1-13-21 059-345-0660

133 理容オオタ小古曽店 リヨウオオタオゴソテン 四日市市小古曽6-1-22 059-345-3914

132 鈴木理容 スズキリヨウ 四日市市小古曽6-15-5 059-345-1820

123 ヘアーサロン けい ヘアーサロン ケイ 四日市市小生町229-186 059-351-3987

143 吉川　理容 ヨシカワリヨウ 四日市市小山町1031 059-329-2606

148 髪工房 カミコウボウ 四日市市采女ヶ丘1-166 059-346-6699

111 菊地理容店 キクチリヨウテン 四日市市幸町2-7 059-351-4334

161 理容　桜台 リヨウサクラダイ 四日市市桜台1丁目27-17 059-326-3892

162 ヘアーサロン ユキ ヘアーサロン ユキ 四日市市桜台1丁目36-2 059-326-5299

160 ＨＡＩＲ ＳＴＵＤＩＯ Ｕ－ＫＡＲＩ ヘアースタジオ ユーカリ 四日市市桜台1丁目6-15 059-327-0011
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157 理容フジ リヨウフジ 四日市市桜町1357-5 059-326-0872

156 ヘアープロデュース 時遊空館
ヘアープロデュース ジユウクウカ
ン

四日市市桜町662-1 059-326-2950

149 笹井理容店 ササイリヨウテン 四日市市笹川1-83-3 059-322-1321

150 伊藤理容 イトウリヨウ 四日市市笹川3-8 059-321-4607

151 理容ササガワ リヨウササガワ 四日市市笹川5-65-5 059-321-3379

142 理容片岡 リヨウカタオカ 四日市市鹿間町319-5 059-328-1773

83 ロコヘアー ロコヘアー 四日市市茂福町24-4 059-365-5775

114 HAIR SALON FUKAKI ヘアーサロンフカキ 四日市市十七軒町5-14 059-352-6549

113 アダチ理容 アダチリヨウ 四日市市新町12-9 059-351-4710

183 こだま理容店 コダマリヨウテン 四日市市水沢町1932 059-329-2401

184 吉川理容 ヨシカワリヨウ 四日市市水沢町2487 059-329-2606

110 チェリー理容所 チェリーリヨウショ 四日市市諏訪栄町17-2 059-352-5930

116 ヘアーサロン すずらん ヘアーサロン スズラン 四日市市諏訪町10-7 059-351-4960

127 カットハウス・ほった カットハウス・ホッタ 四日市市曽井町751 059-326-4066

140 ヒロミ理容店 ヒロミリヨウテン 四日市市高花平2-1-35 059-321-1679

100 ふじ理容 フジリヨウ 四日市市垂坂町413-2 059-331-1633

159 髪切とんぼ カミキリトンボ 四日市市智積町444-8 059-326-7417

158 千賀理容 センガリヨウ 四日市市智積町914-2 059-326-2469

117 アダチ理容 アダチリヨウ 四日市市中部17-1 059-353-0338

129 理容　ほり リヨウホリ 四日市市ときわ2-9-14 059-352-9686

645 Hair&Face I’s ヘアアンドフェイス　アイズ 四日市市ときわ3-15-7 0593-37-8422

136 ヘアーサロンセンシン ヘアーサロンセンシン 四日市市泊町6-25 059-345-3862

138 ダイワ理容 ダイワリヨウ 四日市市泊山崎町2-15 059-346-1257

137 hair Asahi ヘアーアサヒ 四日市市泊山崎町3-2 059-345-1926

79 ヘアーサロン コンドウ ヘアーサロン コンドウ 四日市市富田１丁目23-9 059-364-0218

80 CUTTING EDGE カッティング　エッジ 四日市市富田１丁目4-4 059-364-3182

82 理容やまもと リヨウヤマモト 四日市市富田２丁目18-9 059-365-3346

81 理容栗田 リヨウ クリタ 四日市市富田２丁目6-5 059-365-1525

85 髪工房 Ｂell Ｈouse カミコウボウ ベルハウス 四日市市富田３丁目7-15 059-365-2982

84 ＨＡＩＲ ＢＯＵＴＩＱＵＥ ｙａｓｕｄａ ヘアーブティック ヤスダ 四日市市富田３丁目7-33 059-365-1722

87 ヘアーサロン三重 ヘアーサロン ミエ 四日市市富田一色町19-17 059-364-1424

88 オパール理容 オパールリヨウ 四日市市富田一色町30-52 059-365-3982

86 まつ美理容館 マツミリヨウカン 四日市市富田一色町5-2 059-365-1936

152 理容　永田 リヨウナガタ 四日市市波木ヶ丘町21-7 059-321-8933

522 ヘヤーサロンサニー ヘヤーサロンサニー 四日市市西浦1-9-12 059-351-4270

120 ｈａｉｒ ｃｏｃｏ ＬＯＮＤＯＮ ヘアー ココ ロンドン 四日市市西坂部町4774-1 059-332-6080
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みえ生活衛生サービスクーポン利用可能施設（理容室） 令和5年2月22日現在

ＮＯ． 施設名 施設名フリガナ 施設所在地 施設電話番号

109 鈴美 スズミ 四日市市西新地17-8 059-352-6474

99 アカシヤ理容店 アカシヤリヨウテン 四日市市西富田町274-3 059-364-2557

185 理容イトウ リヨウイトウ 四日市市西村町上条3154-4 059-339-0065

147 ヘアーサロン すばる ヘアーサロン スバル 四日市市西山町7486-1 059-328-1473

154 かっとるーむ ＨＩＲＯ カットルーム ヒロ 四日市市八王子町1317-32 059-320-4300

153 とこやさん　はせがわ トコヤサン　ハセガワ 四日市市東日野町1011-5 059-322-0036

130 髪倶楽部　Be-Fine カミクラブビーファイン 四日市市日永西4-17-15 059-346-2228

103 ヘアーサロン オチアイ ヘアーサロン オチアイ 四日市市平津新町260-78 059-364-0307

104 へいづのとこや ヘイヅノトコヤ 四日市市平津町323-2 059-365-3778

125 ヘアーサロン イトウ ヘアーサロン イトウ 四日市市別山1-204-1 059-322-1623

135 ヘアーサロン オカモト ヘアーサロン オカモト 四日市市前田町5-1 059-345-0784

112 だるま理容 ダルマリヨウ 四日市市昌栄町10-17 059-352-3914

144 ヘアーワークス フジ ヘアーワークス フジ 四日市市南小松町1820 059-321-2033

106 近藤理容 コンドウリヨウ 四日市市八千代台２丁目1-61 059-337-1260

146 神宮司ヘアーサロン ジングウジヘアーサロン
四日市市山田町5538-1小山田記念温
泉病院内

㈹059-328-1260

118 CUT CLUB ＢＯＷ カットクラブ ボゥ 四日市市山手町3309 059-333-1416

557 かみどころ　理容 カミドコロ　リヨウ 四日市市伊倉１丁目２－２５ 0593―24-7420

629 ヘアーサロンハヤシ ヘアーサロンハヤシ 四日市市坂部が丘5丁目1-107 059-332-2601

642 BARBER  SHIMIZU バーバーシミズ
四日市市大矢知町1073-1 ホワイトビ
ルNO.3

050-8883-8614

622 スプラウトヘアー スプラウトヘアー 四日市市大矢知町93 0593-65-3613

551 ヘアーハウス　クレール ヘアーハウス　クレール 四日市市楠町北五味塚2183-4 059-397-7374

615 Tokotokoya トコトコヤ 四日市市日永西５丁目4-38 0593-47-1415

621 理容オオスギ リヨウオオスギ 四日市市北浜町6-4 059-353-6089

239 カンティーナ　ヘアー カンティーナ　ヘアー 鈴鹿市小社町196 059-371-0701

238 伊藤理容 イトウリヨウ 鈴鹿市伊船町1033-5 059-371-1473

240 理容ネギタ リヨウネギタ 鈴鹿市大久保町1839-2 059-371-0755

567 くぼた理容 クボタリヨウ 鈴鹿市下大久保町1780-4 059-374-0522

568 ヘヤーサロンとも ヘアーサロントモ 鈴鹿市下大久保町1819 059-374-1674

237 古市理容店 フルイチリヨウテン 鈴鹿市西庄内町2992-1 059-371-2183

241 豊川理容店 トヨカワリヨウテン 鈴鹿市花川町135-4 059-374-0620

201 横田理容店 ヨコタリヨウテン 鈴鹿市池田町1508-5 059-383-4397

195 とこやしょっぷＹＡＭＡ トコヤショップ ヤマ 鈴鹿市江島町1783-1 059-387-9347

207 理容栗本 リヨウクリモト 鈴鹿市神戸１丁目12-16 059-382-1695

210 ハラ理容 ハラリヨウ 鈴鹿市神戸１丁目17-27 059-382-6163

205 ヘアーサロン鈴木 ヘアーサロン スズキ 鈴鹿市神戸２丁目17-19 059-382-0571

209 かわきた理容 カワキタリヨウ 鈴鹿市神戸3丁目1-38 059-382-4791
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200 理容こしやま リヨウコシヤマ 鈴鹿市岸岡町2724 059-387-4536

199 みどり理容 ミドリリヨウ 鈴鹿市岸岡町2843-2 059-386-0383

190 ヘアースポットイトウ ヘアースポットイトウ 鈴鹿市北江島町21-12 059-386-1553

213 Ｆｏｒ Ｈａｉｒ Ｆｕｊｉｍｏｔｏ フォー ヘアー フジモト 鈴鹿市国府町2106-1 059-378-3755

212 理容タナカ リヨウタナカ 鈴鹿市国分町南浦1381-3 059-374-3281

206 ＢａｒｂｅｒＳｈｏｐ　ＮＡＫＡＮＯ バーバーショップ ナカノ 鈴鹿市西条３丁目16-6 059-383-2444

204 ヘアーサロン ウタガワ ヘアーサロン ウタガワ 鈴鹿市西条３丁目3-9 059-383-3631

215 MEN'S SALON YAMABIKO メンズサロン ヤマビコ 鈴鹿市算所３丁目20-2 059-378-1687

194 鼓理容店 ツツミリヨウテン 鈴鹿市寺家１丁目10-17 059-386-3166

216 理容三賀 リヨウサンガ 鈴鹿市自由ヶ丘1丁目9-1 059-374-0337

193 ヘアーサロン青山 ヘアーサロンアオヤマ 鈴鹿市白子駅前17-17 059-386-1192

191 理容サクラ リヨウサクラ 鈴鹿市寺町４丁目19-12 059-386-7103

211 カットサロン マジマ カットサロン マジマ 鈴鹿市十宮３丁目22-25 059-383-2173

208 サツキ理容店 サツキリヨウテン 鈴鹿市十宮４丁目6-10 059-382-2636

198 オリエンタル理容 オリエンタルリヨウ 鈴鹿市中旭が丘２丁目5-9 059-386-1680

197 三鈴理容 ミスズリヨウ 鈴鹿市中旭が丘２丁目6-29 059-386-1707

196 ＢＡＲＢＥＲ ＫＡＴＯ バーバー　カトウ 鈴鹿市中旭が丘２丁目7-40 059-387-6059

192 ＲＥＭＩＸ リミックス
鈴鹿市中江島町17-10 プラドール92-
105

059-368-3228

202 床屋 まえだ トコヤマエダ 鈴鹿市長太栄町３丁目16-15 059-385-0816

214 ド・ド理容 ド・ドリヨウ 鈴鹿市平田１丁目6-36 059-379-2839

189 イワサコ理容 イワサコリヨウ 鈴鹿市御薗町2284 059-372-0261

203 理容丸山 リヨウマルヤマ 鈴鹿市南堀江２丁目1-14 059-385-0583

625 リラック'Sたいむ リラックスタイム 鈴鹿市郡山町2001-11 0593-72-2508

646
TOCOTOCOBOY &
OKAOSORI SWEET

トコトコボーイ　アンド　オカオソリ
スィート

鈴鹿市高塚町1451-576 0593-78-4803

555
ヘア―・シェービングるーむ
ECHO

ヘア―・シェービングルームエコー 鈴鹿市自由ヶ丘四丁目７－１３ 059-374-1659

643 かず理容 カズリヨウ 鈴鹿市西条6-39 中島ビル1F 0593-84-3280

627 理容桑原 リヨウクワハラ 鈴鹿市石薬師町1185-8 059-374-2192

649 女性お顔そり処　艶〜えん〜 ジョセイオカオソリトコロ　エン
鈴鹿市長太旭町5-3-28 ファミーユレ
イ　105号

0593-85-0816

653 ハラ理容 ハラリヨウ 鈴鹿市東旭が丘1-6-5 0593-87-2318

552 barber bcome バ-バ-ビ-カム 鈴鹿市道伯町2329-35 059-369-2765

234 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　ＳＵＥＺＡＫＩ ヘアースタジオ スエザキ 亀山市川崎町2413-7 0595-85-0130

236 バーバー オリオン バーバーオリオン 亀山市安坂山町1758-2 0595-85-1055

221 理容さくらい リヨウサクライ 亀山市御幸町187-3 0595-82-0623

225 松尾理髪所 マツオリハツショ 亀山市下庄町2390-1 0595-82-3106

229 エミ理容店 エミリヨウテン 亀山市椿世町149 0595-82-4763

224 国分理容所 コクブリヨウショ 亀山市中庄町849 0595-82-1040
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227 ミキ ミキ 亀山市羽若町87-1 0595-82-8230

222 ヘアーサロン後藤 ヘアーサロン ゴトウ 亀山市東御幸町111-1 0595-82-1635

226 ヘアデザインサロン オグラ ヘアデザインサロン オグラ 亀山市東町１丁目1-11 0595-82-1756

220 ヘヤーサロン中嶋 ヘヤーサロン ナカシマ 亀山市布気町道野783-5 0595-82-1906

235 森川理容店 モリカワリヨウテン 亀山市両尾町2081-1 0595-85-0724

232 ヘアーサロン ミヤザキ ヘアーサロン ミヤザキ 亀山市両尾町2931 0595-82-9484

228 伊藤理容店 イトウリヨウテン 亀山市本町3-13-2 0595-82-1265

233 カットハウスイマージュ カットハウスイマージュ 亀山市みずほ台14-438 0595-83-0302

231 理容青山 リヨウアオヤマ 亀山市みどり町55-3 0595-82-9384

230 Ｍ　ＬＯＲＤ エムロード 亀山市和田町816-2 0595-82-3098

614 HairDesignShop Craft ヘアデザインショップ　クラフト 亀山市川合町767-2 0595-83-1624

242 ヘアスペース リブス・オリト ヘアスペース リブス・オリト 津市上浜町３丁目28 059-228-1058

267
サロン　ド　エビス　Ｓａｌｏｎ　ｄｅ
ＹＥＢＩＳＵ

サロン　ド　エビス 津市城山１丁目18-24 059-234-3038

293 ヘアーサロン ウエカワ ヘアーサロン ウエカワ 津市白山町八対野129-3 059-262-0735

259 理容ほがらか リヨウホガラカ 津市丸之内1-13 059-226-3452

281 ヘアサロン 丸山 ヘアサロン マルヤマ 津市安濃町川西1290-1 059-268-2131

282 ビート　パス　ヘアー ビート　パス　ヘアー 津市安濃町曽根486-11 059-268-0224

283 ＧＬＡＮＺ ｈａｉｒ ｓｔａｇｅ グランツ ヘアー ステージ 津市安東町1791-2 059-222-8510

302 ムラシマ理容店 ムラシマリヨウテン 津市一志町高野160-634 059-293-1028

300 ヘアーサロンジョリ ヘアーサロンジョリ 津市一志町田尻483-2 059-293-1184

303 吉村理容店 ヨシムラリヨウテン 津市一志町波瀬5594 059-294-7770

298 理容中山 リヨウナカヤマ 津市一志町波瀬6624 059-294-7721

299 理容かたやま リヨウカタヤマ 津市一志町八太303 059-293-2034

301 理容マツモト リヨウマツモト 津市一志町八太922 059-293-1993

243 カットハウス ｂｒｏｎｓｏｎ カットハウス ブロンソン 津市江戸橋１丁目79-3 059-232-9174

254 加藤理容店 カトウリヨウテン 津市海岸町13-12 059-226-6976

244 ＢＡＲＢＥＲ ＤＡＮＤＹＧＯ バーバー ダンディゴ 津市上浜町１丁目158 059-226-0718

277 marcel Barber's Shop マーセルバーバーズショップ 津市河芸町千里ケ丘40-15 059-245-0712

250 理容オリト リヨウオリト 津市観音寺町604-263 059-228-0578

248 理容はまぢ リヨウハマヂ 津市観音寺町455-25 059-226-0930

268
ヘアー＆エステティックサロンキタ
ムラ

ヘアーアンドエステティックサロン
キタムラ

津市雲出本郷町1538-5 059-234-7638

278 堀理容店 ホリリヨウテン 津市芸濃町椋本501-5 059-265-2708

279 ヘアーサロンスズキ ヘアーサロン スズキ 津市芸濃町椋本732-1 059-265-2220

280 ＨＡＩＲ Ｊ’Ｚ ヘアー ゼーズ 津市芸濃町萩野48-5 059-265-6880

284 理容なかむら リヨウナカムラ 津市小舟720-54番地 059-237-1532

246 理容ホリカワ リヨウホリカワ 津市栄町2-6 059-227-3657
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292 前川理容店 マエカワリヨウテン 津市榊原町5927 059-252-0147

245 理容リーチ リヨウリーチ 津市桜橋１丁目315-6 059-224-0525

251 セブン理容 セブンリヨウ 津市渋見町724-24 059-226-3148

290 Ｌｉｎｋ ｈａｉｒ ｓｐａｃｅ リンク ヘアー スペース 津市庄田町1284-10 059-255-6408

274 カットルーム オカ カットルーム オカ 津市白塚町2366-2 059-232-5032

275 ヘアサロン ド・ムール ヘアサロン ド・ムール 津市白塚町31-59 059-231-0433

276 ミヤモト理容 ミヤモトリヨウ 津市白塚町4798-6 059-232-7409

252 ヘアーサロン いまい ヘアーサロン イマイ 津市大門17-22 059-225-0858

266 カットハウス オナベ カットハウス オナベ 津市高茶屋７丁目10-1 059-235-0035

269 カットハウスかわの カットハウスカワノ 津市高茶屋小森町535 059-234-6441

286 ｈａｉｒ７５ ヘアー ナナジュウゴ 津市高野尾町1188-9 059-230-3875

291 理容ヒロ リヨウヒロ 津市戸木町2011 059-256-5525

249 Ｃｕｔ　Ｈｏｕｓｅ　ダック カットハウス ダック 津市長岡町800-601 059-225-9038

260 辻理容 ツジリヨウ 津市西丸之内18-2 059-228-2241

256 富士理容所 フジリヨウショ 津市西丸之内9-5 059-228-1818

295 ヘアーサロン にしだ ヘアーサロン ニシダ 津市白山町川口606 059-262-2184

296 ミヤタ理容店 ミヤタリヨウテン 津市白山町中ノ村100 059-262-0726

297 理容サンキュー リヨウサンキュー 津市白山町二本木1001-61 059-262-5189

294 Ｃｕｔ Ｓｔｕｄｉｏ ＴＡＫＥＤＡ カットスタジオ タケダ 津市白山町南家城920-3 059-262-2312

270 上村理容所 ウエムラリヨウショ 津市八町１丁目11-16 059-228-2751

272 理容チェリー リヨウチェリー 津市八町１丁目1-8 059-226-1265

247 カットハウス ＮＩＷＡ カットハウスニワ 津市羽所町40 059-226-5081

271 須川理容 スガワリヨウ 津市半田328-1 059-227-0381

287 ｈａｉｒ３８+ ヘアー サンジュウハチ プラス 津市半田636-7 059-264-7038

253 藤枝理容店 フジエダリヨウテン 津市東丸之内4-27 059-228-9258

263 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ｍｉｕｒａ ヘアーサロン ミウラ 津市藤方1914-7 059-227-7725

265 ＳＨＯＥＩＫＥＮ ヘアーサロン ショウエイケン 津市本町23-18 059-227-0032

261 Ｋ’ｚ ケイズ 津市丸之内1-20 059-228-0050

258 Ｃ－ＣＵＢＥ シー　キューブ 津市丸之内21-4 059-222-1478

285 福山理容所 フクヤマリヨウショ 津市美里町家所2143-2 059-279-3065

255 理容ホリ リヨウホリ 津市南丸之内10-14 059-227-4402

262 理容三樹 リヨウミキ 津市柳山津興1528 059-225-0431

264 ヘアサロン　ＶＩＶＩＤ ヘア・サロン・ヴィヴィッド 津市柳山津興3324 059-223-1083

273 ａｔｔｒａｉｔ ｈａｉｒ ｓｐａｃｅ アトレ ヘア スペース 津市豊が丘2丁目1-9 059-230-1494

617 Beat path hair ビートパスヘア 津市安濃町曽根486-11 0592-68-0224

623 men's hair LLaNi メンズヘアラニ 津市雲出本郷町1799-1 0592-69-6500
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288 理容村上 リヨウムラカミ 津市久居新町743-11 059-256-6226

289 ヘアファミーユ ヘアファミーユ 津市久居元町2270-6 059-255-4999

637 ヘアーサロン ムカイデ ヘアーサロン ムカイデ 津市久居元町2198 059-255-5322

633 理容タグチ リヨウダグチ 津市久居寺町1217 059-255-3541

631 ヘアーサロン 伊藤 ヘアーサロン イトウ 津市久居寺町1251-3 059-255-4558

574 ナガイ理容 ナガイリヨウ 津市久居新町713-4 059-255-3273

638 和田理容店 ワダリヨウテン 津市久居新町840-1 059-255-5119

634 理容たにぐち リヨウタニグチ 津市久居新町997-1 059-255-5195

635 トライズ トライズ 津市久居相川町2035-37 059-256-6508

618 ヘアーサロンササオ ヘアーサロンササオ 津市久居東鷹跡町179-12 059-255-5378

630 ヘアーサロン フジイ ヘアーサロン フジイ 津市久居二ノ町1850-12 059-255-2889

636 理容はしづめ リヨウハシヅメ 津市久居北口町560 059-255-6357

578 理容トリヤマ リヨウトリヤマ 津市久居野村町３３０－４ 059-256-3068

550 ナギサ理容 ナギサリヨウ 津市片田久保町375-2 059-237-0906

626 紀平理容室 キヒラリヨウシツ 津市片田新町25-5 059-237-3381

632 ヘアーサロン ももぞの ヘアーサロン モモゾノ 津市牧町377-1 059-255-5607

437 とこりん理容店 トコリンリヨウテン 松阪市飯高町宮前1098-9 0598-46-0053

304 カットハウス ＹＯＳＨＩＨＩＲＯ カットハウス ヨシヒロ 松阪市嬉野下之庄町1713-6 0598-42-2495

381 理容ほりえ リヨウホリエ 松阪市船江町213-6 0598-26-4456

386 MEN'S HAIR 松竹 メンズヘアショウチク 松阪市朝日町１区12-6 0598-51-8428

434 ３パット スリーパット 松阪市荒木町82-7 0598-52-2441

440 理容あきよ リヨウアキヨ 松阪市飯高町七日市561-1 0598-45-0536

441 千恵子 チエコ 松阪市飯高町宮本750 0598-45-0109

439 ヘアーサロン めぐみ ヘアーサロン メグミ 松阪市飯高町森1396 0598-45-1168

438 理容チエ リヨウチエ 松阪市飯高町乙栗子849 0598-47-0179

442 ｈａｉｒ ｓｔｕｄｉｏ Ｔａｋａｄａ ヘアースタジオ タカダ 松阪市飯南町粥見3958-1 0598-32-2179

432 理容きらく リヨウキラク 松阪市飯南町粥見6-3 0598-32-4508

435 ｃｕｔ ｃｌｕｂ アルト カットクラブ アルト 松阪市石津町5-3 0598-52-1734

424 理容イワサキ リヨウイワサキ 松阪市稲木町1115 0598-28-4661

305 鈴木理容店 スズキリヨウテン 松阪市嬉野一志町67-9 0598-42-4381

308 ｔｆｐ ティー　エフ　ピー 松阪市嬉野中川町702-7 0598-42-1134

307 野田理容店 ノダリヨウテン 松阪市嬉野八田町324-2 0598-42-1170

306 ヘアーサロン なお ヘアーサロン ナオ 松阪市嬉野平生町960-13 0598-42-8838

412 ヘアスペース ブルーム ヘアスペース ブルーム 松阪市駅部田町107-9 0598-21-5081

418 バーバーショップ 水上 バーバーショップ ミズカミ 松阪市大足町736-16 0598-23-8056

436 ヘアーサロン Ｋ ヘアーサロン ケイ 松阪市大口町1206-13 0598-50-3828
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407 マツノ理容店 マツノリヨウテン 松阪市大黒田町125 0598-23-5885

406 松本理容所 マツモトリヨウショ 松阪市大黒田町265 0598-21-5830

408 フジタ理容 フジタリヨウ 松阪市大黒田町585 0598-26-1558

411 なかや理容室 ナカヤリヨウシツ 松阪市大黒田町746-1 0598-21-7869

400 セビリヤ理容店 セビリヤリヨウテン 松阪市垣鼻町669-5 0598-21-2776

404 ヘアークリエーションこくぼ ヘアークリエーションコクボ 松阪市春日町１丁目100 0598-21-7818

405 ヘアーサロン ヒット ヘアーサロン ヒット 松阪市春日町１丁目109 0598-21-7022

387 ヘアーサロンいこい ヘアーサロン イコイ 松阪市鎌田町655-8 0598-51-0325

388 益美理容軒 マスミリヨウケン 松阪市鎌田町687 0598-51-8324

382 理容オザキ リヨウオザキ 松阪市川井町261-4 0598-23-7339

422 HAIR BAR KAWABATA ヘアー　バー　カワバタ 松阪市久保町1310-4 0598-20-0270

419 ヘアーサロン くの ヘアーサロン クノ 松阪市久保町774－5 0598-29-2989

421 ヘアースタジオ フィール ヘアースタジオ フィール 松阪市久保町893-27 0598-20-1336

417 ミヤタ ミヤタ 松阪市五反田町1109-3 0598-26-2920

310 笑栄軒 ショウエイケン 松阪市小舟江町239-6 0598-56-4379

413 コヤマ理容 コヤマリヨウ 松阪市桜町11-4 0598-26-0020

416 メンズヘアーサロン 小橋 メンズヘアーサロン コバシ 松阪市五月町1379-3 0598-23-5552

420 ヘアーサロン 出口 ヘアーサロン デグチ 松阪市下村町1039-3 0598-29-1770

395 理容ミヤモト リヨウミヤモト 松阪市新座町1124-1 0598-21-4514

394 カットハウス・ムラタ カットハウス・ムラタ 松阪市新町1022-3 0598-21-6636

396 カットサロンロミン カットサロンロミン 松阪市新町996 0598-23-9700

402 ヘアーサロン 山本 ヘアーサロン ヤマモト 松阪市清生町706-17 0598-52-0064

414 サロン理容室 サロンリヨウシツ 松阪市外五曲町164-3 0598-23-7755

384 常山理容所 ツネヤマリヨウショ 松阪市外五曲町45-2 0598-21-7721

309 ヘアーサロン うしば ヘアーサロン ウシバ 松阪市曽原町字市場806-4 0598-56-5310

433 ＢＢ ＫＵＲＡ ビービー クラ 松阪市高町674-25 0598-31-3260

409 ヘアーサロン アサヒ ヘアーサロン アサヒ 松阪市宝塚町111-2 0598-21-0477

423 カットサロン サカイ カットサロン サカイ 松阪市立野町184-1 0598-23-8362

403 ヘアーサロン いしかわ ヘアーサロン イシカワ 松阪市田原町出口267-11 0598-26-7081

410 カットスタジオキヨシ カットスタジオキヨシ 松阪市田村町340-1 0598-26-7078

385 理容西井 リヨウニシイ 松阪市中央町380-11 0598-51-7276

415 オクノヘアーサロン オクノヘアーサロン 松阪市殿町1186 0598-21-0599

312 ヘアーサロンモリ ヘアーサロン モリ 松阪市中林町245-68 0598-56-5752

392 ヘアサロンウエダ ヘアサロンウエダ 松阪市中町1873 0598-23-2671

390 ヘアーサロンスギモト ヘアーサロン スギモト 松阪市中町1927-1 0598-21-6877

389 中央軒　理髪館 チュウオウケンリハツカン 松阪市中町1957-2 0598-21-3228
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311 ヘアーサロン水谷 ヘアーサロン ミズタニ 松阪市中道町285-6 0598-56-2573

428 ヘアーサロン ムラバヤシ ヘアーサロン ムラバヤシ 松阪市日丘町1359-6 0598-58-0880

426 ヘアーサロン 岩本 ヘアーサロン イワモト 松阪市日丘町1386-81 0598-58-1996

425 三和理容院 サンワリヨウイン 松阪市東黒部町868-4 0598-59-0061

391 堤理容所 ツツミリヨウショ 松阪市日野町759-2 0598-23-2680

398 理容ナカ リヨウナカ 松阪市平生町1番地 0598-21-7258

399 カッティングサロン ヤング カッティングサロン ヤング 松阪市平生町23 0598-23-3819

430 ヘアーサロン カワグチ ヘアーサロン カワグチ 松阪市深長町本堂1195-5 0598-58-3868

427 ヘアーサロン いのこ ヘアーサロン イノコ 松阪市深長町906番地 0598-58-2385

429 ヘアーズ マザー ヘアーズ マザー 松阪市平成町19-6 0598-58-0553

393 ヤエシマ理容所 ヤエシマリヨウショ 松阪市本町2205-3 0598-21-4910

431 カットサロン 谷 カットサロン タニ 松阪市松ケ島町387-4 0598-52-0444

397 ＨＡＩＲ ＮＩＳＨＩＭＵＲＡ ヘアー ニシムラ 松阪市湊町138 0598-21-1439

401 杉野理容 スギノリヨウ 松阪市南町218-15 0598-23-7272

563 T-ZONE hair ティゾーンヘアー 松阪市嬉野中川新町2-19 0598-42-4411

650 理容ベスト リヨウベスト
松阪市嬉野中川新町２丁目71　パーク
サイドM1C

0598-42-1301

549 ヘア・フェイス　タグチ ヘア・フェイス　タグチ 松阪市西之庄町18-2 0598212711

450 ヘアーサロンおおた ヘアーサロンオオタ 多気郡多気町兄国623-38 0598-38-3372

452 理容ツジ リヨウツジ 多気郡多気町片野81-69 0598-49-2705

451 理容銀星 リヨウギンボシ 多気郡多気町多気80-26 0598-38-2738

448 理容ヤマモト リヨウヤマモト 多気郡多気町平谷985-1 0598-37-2331

449 理容モリタ リヨウモリタ 多気郡多気町前村1306-3 0598-39-3745

454 理容タカヤナギ リヨウタカヤナギ 多気郡多気町朝柄2979-5 0598-49-2832

453 さくら理容 サクラリヨウ 多気郡多気町波多瀬1300-1 0598-49-2243

455 ヘアーサロン オオニシ ヘアーサロン オオニシ 多気郡多気町古江688-2 0598-49-3160

445 ヘアーサロンマツノ ヘアーサロンマツノ 多気郡明和町有爾中1155-333 0596-52-1405

446 イシダ イシダ 多気郡明和町有爾中72-3 0596-52-5390

444 西山理容店 ニシヤマリヨウテン 多気郡明和町金剛坂777-94 0596-52-5332

447 理容めぐみ リヨウメグミ 多気郡明和町斎宮2562-4 0596-52-0626

443 みつ理容 ミツリヨウ 多気郡明和町佐田623-1 0596-55-2985

463 Hair Salon Nakamura ヘアーサロン ナカムラ 多気郡大台町粟生94-1 0598-83-2468

461 ヘアーサロン大西 ヘアーサロンオオニシ 多気郡大台町大ヶ所152-1 0598-86-2570

462 伊藤理容所 イトウリヨウショ 多気郡大台町上三瀬317 0598-82-1283

459 やまもと理容 ヤマモトリヨウ 多気郡大台町佐原460-1 0598-82-1499

460 理容木谷 リヨウキタニ 多気郡大台町佐原651-1 0598-82-1590

458 尾上理容店 オノウエリヨウテン 多気郡大台町佐原824-3 0598-82-1553
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465 理容新清 リヨウシンセイ 多気郡大台町新田131-4 0598-85-0125

521 理容松田 リヨウマツダ 多気郡大台町新田60-11 0598-85-0401

464 HAIR SALON ユミー ヘアーサロン ユミー 多気郡大台町新田63-7 0598-85-0113

456 理容すず リヨウスズ 多気郡大台町天ヶ瀬29-1 0598-76-1079

457 ヘアーサロン クローバー ヘアーサロン クローバー 多気郡大台町茂原464-1 0598-76-1162

588 北林理容 キタバヤシリヨウ 伊勢市一之木1丁目4-16 0596-28-7789

613 理容室　ヤマモト リヨウ　ヤマモト 伊勢市一之木３丁目10-5 0596-28-7807

600 理容室　空 リヨウシツ ソラ 伊勢市宇治浦田2丁目5-16 0596-27-0087

599 河西隣水軒 カワニシリンスイケン 伊勢市宇治中之切町31 0596-22-2014

580 BARBER Soleil バーバー　ソレイル 伊勢市浦口2丁目11-7 0596-28-6104

579 理容内田 リヨウウチダ 伊勢市浦口2丁目7-6 0596-28-1381

591 松本理容室 マツモトリヨウシツ 伊勢市岡本1丁目16-9 0596-28-1346

587 カットハウス ライト カットハウス ライト 伊勢市河崎1丁目2-32 0596-28-7552

601 ヘア－サロン すずき ヘア－サロン スズキ 伊勢市河崎2丁目22-1 0596-28-8413

592 ヘアーサロン ナカバヤシ ヘアーサロン ナカバヤシ 伊勢市岩渕1丁目5-10 0596-24-6784

593 トゥービーハーツ トゥービーハーツ
伊勢市岩渕2丁目2-18 宇治山田駅
ショッピングセンター内

0596-64-8764

586 理容村林 リヨウムラバヤシ 伊勢市宮後3丁目3-22 0596-28-3608

581 ヘアーサロン 西山 ヘアーサロン ニシヤマ 伊勢市宮町1丁目2-8 0596-28-9005

582 美美かつた ビビ カツタ 伊勢市宮町2丁目4-4 0596-25-1818

597 理容オカダ リヨウオカダ 伊勢市古市町214 0596-28-8056

598 理容ナカデ リヨウナカデ 伊勢市桜木町52-8 0596-25-3817

577 hair salon KATO ヘアーサロンカトウ 伊勢市小俣町相合955‐13 0596-27-0528

605 ヘアーサロン まこと ヘアーサロン マコト 伊勢市上地町4817-3 0596-23-0910

590 Ｆ　ＨＡＩＲ エフ　ヘア 伊勢市吹上1丁目9-5 0596-25-8331

596 ヘアーサロン おかむら ヘアーサロン オカムラ 伊勢市勢田町船江山941-66 0596-25-0508

644 理容ハマダ リヨウハマダ 伊勢市船江2-15-9 0596-28-1605

602 床屋マミヤ トコヤマミヤ 伊勢市船江4丁目4-41 0596-25-0679

583 的場理容館 マトバリヨウカン 伊勢市曽祢1丁目1-11 0596-28-5577

584 理容　立野 リヨウ　タツノ 伊勢市大世古2丁目11-6 0596-28-9536

575 ヘアーサロン　スガオ ヘアーサロン　スガオ 伊勢市辻久留1-10-3 0596-28-8027

603 大西理容 オオニシリヨウ 伊勢市二見町茶屋49-6 0596-42-1652

604 ヘアーサロン みよし ヘアーサロン ミヨシ 伊勢市馬瀬町510-6 0596-36-2165

585 カットハウス つむき カットハウス ツムキ 伊勢市八日市場町10-19 0596-24-9133

589 オカ理容 オカリヨウ 伊勢市尾上町2-2 0596-22-1930

594 イセヘアー イセヘアー 伊勢市本町11-5 ニューつやだビル3F 0596-21-0138

595 理容ほりい リヨウホリイ 伊勢市倭町55-1 0596-24-8515
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606 hair salon cozy ヘアサロン コージー 度会郡玉城町佐田1813-3 0596-58-8878

571 Al'aise アレーズ 度会郡玉城町佐田703-2 080-4223-8878

609 道夢 ドウム 度会郡度会町大野木2468-1 0596-62-2622

608 理容オカムラ リヨウオカムラ 度会郡度会町棚橋225-3 0596-62-1554

607 ヘアーサロン ヨシダ ヘアーサロン ヨシダ 度会郡度会町麻加江610-1 0596-64-0230

468 ヘアーサロン アヤ ヘアーサロン アヤ 度会郡大紀町阿曽264-2 0598-86-2268

466 大辻理容店 オオツジリヨウテン 度会郡大紀町打見122-7 0598-83-2146

467 久野理容店 クノリヨウテン 度会郡大紀町永会22 0598-87-1422

469 吉田理容所 ヨシダリヨウショ 度会郡大紀町大内山715-11 0598-72-2147

470 理容ヨネクラ リヨウヨネクラ 度会郡大紀町大内山781 0598-72-2014

472 理容パール リヨウパール 度会郡大紀町錦163-1 0598-73-2333

471 六甲理容 ロッコウリヨウ 度会郡大紀町錦314-10 0598-73-2086

616 理容ジュン リヨウジュン 度会郡大紀町錦250 0598-73-2466

610 澤村理容 リヨウサワムラ 度会郡南伊勢町迫間浦537-9 0599-64-2672

474 ヘあーさろん つかさ ヘアーサロン ツカサ 鳥羽市岩倉町360-2 0599-26-3883

473 理容まえだ リヨウマエダ 鳥羽市鳥羽3-5-25 0599-25-2492

620 理容おく山 リヨウオクヤマ 鳥羽市鳥羽２丁目３−１７ 0599-26-3573

477 理容　坂村 リヨウサカムラ 志摩市阿児町鵜方2070-2 0599-43-0535

484 理容濱口 リヨウハマグチ 志摩市志摩町片田1017 0599-85-2702

479 へあーさろん こすが ヘアーサロン コスガ 志摩市阿児町鵜方1212-5 0599-43-3819

519 カットハウス一番 カットハウスイチバン 志摩市阿児町鵜方1352-8 0599-43-4570

480 コバヤシ理容所 コバヤシリヨウショ 志摩市阿児町鵜方1433-2 0599-43-0728

481 Ｇ ＨＡＩＲ ＭＡＲＫＥＴ’Ｓ ジ ヘアー マーケッツ 志摩市阿児町鵜方2884-297 0599-43-9454

478 みゆき理容 ミユキリヨウ 志摩市阿児町鵜方3159-1 0599-43-4867

476 サニー理容 サニーリヨウ 志摩市磯部町迫間77-2 0599-55-0565

475 ハヤシ理容室 ハヤシリヨウシツ 志摩市磯部町恵利原1223 0599-55-0102

485 髪工房はませ カミコウボウハマセ 志摩市志摩町片田3205-11 0599-85-2390

520 ばるびえーる バルビエール 志摩市志摩町布施田1689-4 0599-85-5596

487 エポック エポック 志摩市志摩町布施田49 0599-85-6723

486 理容スズキ リヨウスズキ 志摩市志摩町布施田998 0599-85-0403

488 リリー理容所 リリーリヨウショ 志摩市志摩町和具986-1 0599-85-0542

482 さつき理容店 サツキリヨウテン 志摩市大王町波切1473-3 0599-72-1633

483 みよこ理容 ミヨコリヨウ 志摩市大王町波切2755-2 0599-72-1096

489 BAR BER 谷水 バーバー タニミズ 志摩市浜島町浜島3171 0599-53-2409

576 谷水理容 タニミズリヨウ 志摩市阿児町安乗923-3 0599-47-3534

570
女性お顔剃り専門サロン　okao
☆soriina

ジョセイオカオソリセンモンサロン
オカオソリーナ

志摩市阿児町鵜方1212-5 0599-46-1107
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619 Roots style ルーツスタイル 志摩市阿児町鵜方1998-8 0599-43-9797

573 DEAR DANDY ディアダンディ 志摩市阿児町鵜方3242-2 0599-77-3020

647 ZEAL HAIR CAST ジールヘアーキャスト 志摩市阿児町鵜方3373-67 0599-46-1355

611 Hair Garden NY ヘアーガーデンエヌワイ 志摩市阿児町鵜方388-287 0599-43-9666

628 理容店ROOM リヨウテンルーム 志摩市阿児町鵜方4057-1 0599-43-5750

641 理容山下 リヨウヤマシタ 志摩市磯部町迫間1861-1 0599-55-0514

639 ヘアーサロンおおやま ヘアーサロンオオヤマ 志摩市志摩町和具2170-11 0599-85-4220

640 HairSalonカット・モー ヘアーサロンカットモ― 志摩市志摩町和具704-13 090-1476-4711

343 青山理容所 アオヤマリヨウショ 伊賀市阿保1150 0595-52-0182

342 もり理容 モリリヨウ 伊賀市阿保590-2 0595-52-0240

341 山本理髪店 ヤマモトリハツテン 伊賀市阿保712-2 0595-52-0071

344 登鼓家 トコヤ 伊賀市桐ヶ丘3-351 0595-52-3983

364 井上理容 イノウエリヨウ 伊賀市八幡町3235-2 0595-21-1182

348 ヘアーサロン サワ ヘアーサロン サワ 伊賀市荒木412 0595-21-5561

369 アート理容院 アートリヨウイン 伊賀市猪田2003-6 0595-23-5240

367 豊岡理容所 トヨオカリヨウショ 伊賀市岩倉54-3 0595-23-1354

366 カットサロン ミネヤマ カットサロン ミネヤマ 伊賀市上野恵美須町1619 0595-21-3162

363 理容　上林 リヨウウエバヤシ 伊賀市上野茅町2712 0595-23-5717

350 ヘアーサロン スギシマ ヘアーサロン スギシマ 伊賀市上野車坂町750-1 0595-21-5507

354 床屋かわもと トコヤカワモト 伊賀市上野忍町2622-2 0595-21-4621

358 ヘアースタジオ ハマダ ヘアースタジオ ハマダ 伊賀市上野中町2985 0595-21-1755

362 理容オカザキ リヨウオカザキ 伊賀市上野西町3387 0595-21-1771

359 理容かわせ リヨウカワセ 伊賀市上友田1446 0595-43-1400

345 ヘアースタジオ マサ ヘアースタジオ マサ 伊賀市桐ヶ丘2-230 0595-52-1487

355 理容　オガワ リヨウ　オガワ 伊賀市四十九町2053-11 0595-23-8848

371 奥理髪店 オクリハツテン 伊賀市下阿波2677 0595-48-0801

378 ヘアーサロン カワシマ ヘアーサロン カワシマ 伊賀市島ヶ原5922 0595-59-2818

379 北畑理容店 キタバタリヨウテン 伊賀市島ヶ原6041 0595-59-2523

374 ヘアーサロン高島 ヘアーサロン タカシマ 伊賀市下柘植1350 0595-45-2979

346 理容中野 リヨウナカノ 伊賀市白樫2691 0595-20-1622

373 カットサロン キザワ カットサロン キザワ 伊賀市新堂116 0595-45-4626

353 ヘアーサロンマエダ ヘアーサロン マエダ 伊賀市新堂227 0595-45-2747

372 男と女のおしゃれサロン オトコトオンナノオシャレサロン 伊賀市新堂311-7 0595-45-3268

357 ヘアーサロン シマザキ ヘアーサロン シマザキ 伊賀市外山212-11 0595-23-3223

376 理容　清水 リヨウシミズ 伊賀市柘植町1828 0595-45-2654

375 理容フクカワ リヨウフクカワ 伊賀市柘植町1915-4 0595-45-2322
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365 理容　山形 リヨウヤマガタ 伊賀市八幡町3283-2 0595-23-5659

352 竹内理容店 タケウチリヨウテン 伊賀市馬場1079 0595-43-0872

377 ヘアーサロン　宮前 ヘアーサロン　ミヤマエ 伊賀市馬場113-1 0595-43-0200

351 理容　やまぐち リヨウヤマグチ 伊賀市東高倉220-1 0595-24-2492

370 大井理容所 オオイリヨウショ 伊賀市平田347 0595-47-0116

368 ヘアーサロン見山 ヘアーサロン ミヤマ 伊賀市平野北谷448-6 0595-24-5785

361 BARBER nagai バーバーナガイ 伊賀市緑ヶ丘本町1712-16 0595-21-5246

380 ｐｅａｃｅ ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ ピース ヘアーサロン 伊賀市緑ヶ丘南町3906-7 0595-23-6535

349 ヘアーサロン ナカジマ ヘアーサロン ナカジマ 伊賀市緑ヶ丘西町2590-8 0595-23-1574

360 ワカモリ理容 ワカモリリヨウ 伊賀市緑ヶ丘東町835-1 0595-23-2704

356 ヘアーサロン スミダ ヘアーサロン スミダ 伊賀市山畑1266 0595-45-2466

556 理容やまぐち リヨウヤマグチ 伊賀市東高倉220-1 0595-24-2492

347 ヘアーサロンＬｕｃｅ ヘアーサロン ルーチェ 名張市蔵持町原出1720-1 佳千ビル3 0595-41-1158

330 宮下理容所 ミヤシタリヨウショ 名張市赤目町丈六241-1 0595-63-3404

331 赤目理容 アカメリヨウ 名張市赤目町壇27-11 0595-63-1788

332 福地理容所 フクチリヨウショ 名張市安部田3914-7 0595-63-1931

325 ヘアーサロン オカダ ヘアーサロン オカダ 名張市桔梗ヶ丘4-4-56 0595-65-1630

322 カーム理容 カームリヨウ 名張市桔梗ヶ丘5-4-25-3 0595-65-1935

326 ヘアーサロン ホリオ ヘアーサロン ホリオ 名張市桔梗ヶ丘7-1-38 0595-65-4138

323 カットサロン サカタ カットサロン サカタ 名張市桔梗ヶ丘８番3-1-1 0595-65-4666

324 ヘアーサロン クボタ ヘアーサロン クボタ 名張市桔梗ヶ丘南3-1-91 0595-65-0839

320 髪俱楽部仏蘭西館 カミクラブフランスカン 名張市鴻之台2番町104-2 0595-63-8898

319 ヘアーサロン シンボル ヘアーサロン シンボル 名張市鴻之台4-55 0595-63-1617

321 富士理容 フジリヨウ 名張市栄町2932-7 0595-63-0432

313 理容スズラン リヨウスズラン 名張市榊町1413 0595-63-0729

339 中尾理容店 ナカオリヨウテン 名張市さつき台1-23 0595-65-3609

328 ヘアーサロン タチバナ ヘアーサロン タチバナ 名張市下比奈知2094-6 0595-68-3170

329 ヘアーサロン セブン ヘアーサロン セブン 名張市つつじが丘北5-271-18 0595-68-1058

314 中川理容所 ナカガワリヨウショ 名張市中町365 0595-63-0407

337 ヘアーアート蓮香 ヘアーアートレンカ 名張市西田原385 0595-65-3226

338 ヘアサロン・ ファミリー ヘアサロン・ ファミリー 名張市西原町2632-11 0595-65-5082

318 理容むらやま リヨウムラヤマ 名張市東町1800 0595-63-7246

336 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　ＮＡＫＡＩ ヘアースペースナカイ 名張市美旗町池の台東149 0595-65-7958

327 理容ドキ リヨウドキ 名張市富貴ヶ丘3-46-4 0595-63-7626

316 安藤理容院 アンドウリヨウイン 名張市本町316-6 0595-63-0644

317 中島理容所 ナカジマリヨウショ 名張市松崎町1453-1 0595-63-3421
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315 ヘアーサロン・オオタ ヘアーサロン・オオタ 名張市丸之内2-8 0595-63-1242

340 カズミ理容室 カズミリヨウシツ 名張市緑ヶ丘東166 0595-63-6322

335 ヘアーサロン フクモト ヘアーサロン フクモト 名張市美旗町中2-108 0595-65-6101

333 ヘヤーサロン井上 ヘヤーサロン イノウエ 名張市百合が丘東3-145 0595-64-3707

334 へあーさろん せきぐち ヘアーサロン セキグチ 名張市百合が丘東5-142 0595-63-4582

569 ヘアーステーション21 ヘアーステーションニジュウイチ 名張市梅が丘南2-4 0595-64-2678

558 散髪屋安藤 サンパツヤアンドウ 名張市百合が丘西１番町１４５ 0595-61-2753

506 理容宮本 リヨウミヤモト 北牟婁郡紀北町相賀朝日町295-4 0597-32-2421

507 尾上理容 オノウエリヨウ 北牟婁郡紀北町相賀348-4 0597-32-1545

517 アルプス理容店 アルプスリヨウテン 北牟婁郡紀北町長島820-12 0597-47-2424

509 ｅｌｆ（エルフ） エルフ 北牟婁郡紀北町相賀491-7 0597-32-0724

508 スズラン理容 スズランリヨウ 北牟婁郡紀北町相賀634-5 0597-32-2423

512 伊藤理容舗 イトウリヨウホ 北牟婁郡紀北町上里120-4 0597-35-0836

513 藤理容 フジリヨウ 北牟婁郡紀北町上里769-10 0597-36-1438

514 理容オオタニ リヨウオオタニ 北牟婁郡紀北町上里786 0597-35-0150

515 松永理容店 マツナガリヨウテン 北牟婁郡紀北町中里35 0597-35-0237

518 理容大西 リヨウオオニシ 北牟婁郡紀北町東長島528 0597-47-3793

511 西岡理容所 ニシオカリヨウショ 北牟婁郡紀北町引本浦583-2 0597-32-1606

510 理容ミツオ リヨウミツオ 北牟婁郡紀北町引本浦897-4 0597-32-2575

516 ナイトウ理容店 ナイトウリヨウテン 北牟婁郡紀北町矢口浦511-1 0597-39-1670

562 にしむら理容 ニシムラリヨウ 北牟婁郡紀北町東長島33-21 0597-47-1197

490 吉沢理髪店「理容元」 ヨシザワリハツテン　リヨウゲン 尾鷲市栄町6-2 0597-22-2659

493 理容クール リヨウクール 尾鷲市朝日町12-12 0597-22-6671

494 明慶理容所 ミョウケイリヨウショ 尾鷲市朝日町12-27 0597-22-0171

503 森本理容所 モリモトリヨウショ 尾鷲市賀田町向井道下547-19 0597-27-2926

491 HAIR ART HAMANO ヘアーアート ハマノ 尾鷲市栄町11-38 0597-22-7657

497 理容ユアサ リヨウユアサ 尾鷲市坂場町2-8 0597-22-3915

505 ピンク理容 ピンクリヨウ 尾鷲市曽根町840-4 0597-27-2347

492 理容ユアサ リヨウユアサ 尾鷲市中井町6-20 0597-22-4785

498 中谷理容所 ナカタニリヨウショ 尾鷲市中村町2-9 0597-22-3010

499 南陽理容所 ナンヨウリヨウショ 尾鷲市南陽町1-20 0597-22-7354

496 かめだ理容室 カメダリヨウシツ 尾鷲市野地町5-18 0597-22-6259

502 坂本理容 サカモトリヨウ 尾鷲市光ヶ丘10-19 0597-22-2848

504 理容トラ リヨウトラ 尾鷲市古江町366-3 0597-27-2536

495 理容ヒバリ リヨウヒバリ 尾鷲市港町11-22 0597-22-4776

501 西理容所 ニシリヨウショ 尾鷲市向井町308-5 0597-22-3906
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500 ヘアーサロン みき ヘアーサロン ミキ 尾鷲市矢浜１丁目22-22 0597-22-3769

624 ケンズヘアーサロン ケンズヘアーサロン 尾鷲市瀬木山町8-43 0597-23-0483

648 BARBER MATSUO バーバー　マツオ 尾鷲市野地町1-34

651 ギンザ ギンザ 南牟婁郡紀宝町鵜殿1451-1 0735-32-1682

2/7追加
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