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芝浦海岸動物病院 港区 海岸３－１５－５　レジディア芝浦ＫＡＩＧＡＮ１０２ サービス JS-0002-3132

vip creative hair 港区 元麻布２－１－２１　元麻布ＹＳビル２Ｆ　 サービス SL-2000-7977

有栖川サロン 港区 元麻布２－２－８　１Ｆ サービス JS-0003-7818

カイカイキキギャラリー 港区 元麻布２－３－３０　元麻布クレストビルＢ１Ｆ サービス JS-0002-5167

アライフ 港区 元麻布３－１０－８　山水荘 サービス JS-0000-2379

Ten 港区 元麻布３－１０－８　山水荘 サービス JS-0003-9167

theRnailcompany 港区 元麻布３－１２－１　アベストコート５Ｆ　 サービス ZN-0002-3110

与儀美容室 港区 虎ノ門２－１０－４　ホテルオークラ東京２Ｆ サービス JS-0002-3054

チェリトン 港区 虎ノ門３－２０－４　鈴木ビル１Ｆ サービス JS-0000-2280

芝浦港南動物病院 港区 港南４－２－６　シティタワー品川１０３ サービス JS-0001-6956

クリエイティブ 港区 高輪１－１－５－１０４　パルムハウス魚籃坂　 サービス ZN-2000-2145

美容室フローラ 港区 高輪１－２６－１８　高輪２６番館 サービス JS-0000-4392

viviannail 港区 高輪１－５－８　高輪新宮館ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-3112

白洋舎泉岳寺前チェーン店 港区 高輪２－１－２６ サービス JS-0003-8498

スウィートカラーズ 港区 高輪２－１６－３９ サービス JS-0001-1262

美容院 ヱステインターナショナル 港区 高輪３－１０－２８　 サービス SL-2000-7027

グレイス高輪 港区 高輪３－２５－２７　アベニュー高輪８０５　 サービス SL-2000-2226

メトロファーマシー高輪台 港区 高輪３－８－１７　ＴＫ高輪ビル サービス JS-0003-5191

TASTE 港区 高輪３－９－８　高輪インターコート１０１　 サービス ZN-0002-8220

HIPPOPOTAMUS 港区 三田２－１７－２９　オーロラ三田１０２　 サービス ZN-0002-7529

美容室アンジー 三田本店 港区 三田３－１－１０　マルハチビル１Ｆ サービス SL-2001-1297

あらい鍼灸院 港区 三田３－１－１４　ＭＡ－２１ビル３０１ サービス SL-2000-0366

アイビス薬局 三田店 港区 三田３－１－５　第一奈半利川ビル１Ｆ サービス JS-0002-1592

プラスワンケーヨーデイツー店 港区 三田４－２－２０　ケイヨーデイツー内 サービス JS-0005-7481

ムサシノクリーニング魚籃坂店 港区 三田４－３－１９ サービス JS-0004-8484

wan wan paradise 港区 三田５－１８－１２ サービス JS-0003-2587

vi － tagyoranzaka 港区 三田５－２０－１０　ＭＫＣビル１＆２Ｆ　 サービス ZN-0002-8192

Hair asks 港区 三田５－２１－７　大野ビル２Ｆ サービス SL-2000-0789

SPLENDOR 港区 三田５－２－３２　久保ビル１Ｆ サービス JS-0000-7583

トリミング工房 Shampoo 港区 芝２－２９－１１ サービス JS-0001-6731

トータルビューティーサロンツルティム 港区 芝５－１３－１１　第２二葉ビル１Ｆ サービス JS-0004-3414

なごみん田町店 港区 芝５－２０－１２　芝高ビル４Ｆ サービス JS-0003-6649

デイフィット田町 港区 芝５－２２－４　種村ビル１Ｆ　　 サービス PK-0000-1463

vi － ta 田町店 港区 芝５－２７－１３　Ｙ・Ａ三田ビルＢＦ１　 サービス ZN-0002-8211

NailManicia 港区 芝５－３２－１０　田町ビル３Ｆ　　 サービス ZN-0002-3109

シュモレピアーズ 港区 芝浦２－１５－２　ラシーネ芝浦１Ｆ　 サービス ZN-0002-8239

Linda 港区 芝浦３－１１－６　芝浦Ｋビル３Ｆ サービス JS-0000-1714

GLAM 芝浦店 港区 芝浦３－１２－５　石阪ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7509

リラクゼーションマッサージラグゼ 港区 芝浦３－１－３２　なぎさテラス５０４ サービス JS-0004-1612

FILMS 田町芝浦 港区 芝浦３－１４－１７　ホワイトビル１Ｆ・２Ｆ サービス JS-0004-8908
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ブリリアンス東京田町 港区 芝浦３－１４－３　青木ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-3034

ほぐしっ家田町店 港区 芝浦３－２０－３　白ゆりビル２Ｆ サービス JS-0003-4176

ヴァルワンサロン 港区 芝浦３－７－８ サービス JS-0005-7479

美容室八城 港区 芝公園１－７－２０　田嶋ビル１Ｆ サービス JS-0003-8430

神山自動車販売 港区 芝大門１－１－２１ サービス JS-0005-1374

オリエントヴィーナス 2 号店 港区 新橋１－１８－１３　ＩＭＳＨＩＮＢＡＳＨＩビル４Ｆ サービス JS-0001-7300

にこにこ 港区 新橋１－４－４　ＦＡＤ１５ビル３Ｆ サービス JS-0001-5210

背骨 labo 汐留整体院 港区 新橋１－８－４　丸忠ビル３Ｆ－Ａ サービス JS-0004-4810

MIST 港区 新橋２－１５－１６　ル・グラシェルビル２９　６Ｆ サービス JS-0005-5916

蘭養身館 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル２２１ サービス JS-0002-5111

本格台湾式癒し空間神の手 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル２３３ サービス JS-0004-0248

希 手揉み処 新橋店 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル２Ｆ－２５４ サービス JS-0003-1802

健康プラザ珍雲 港区 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３４８ サービス JS-0004-5819

康源堂 港区 新橋２－１６－１３４７号 サービス JS-0005-9694

リラクゼーションサロンサリナ 港区 新橋２－１８－３　胡萩堂ビル４Ｆ サービス JS-0003-8953

タイリラックススパ 港区 新橋３－１６－２２　池野ビル３Ｆ サービス JS-0005-7438

リラックスハウス 港区 新橋３－２２－５　菊ビル２Ｆ サービス JS-0001-4274

快復気功整体院 港区 新橋３－３－７　信友ビル平井３Ｆ サービス JS-0001-2508

ワンラブネイルズ新橋店 港区 新橋３－５－１１　プラザ新橋ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-3113

KAZUHAIR 港区 新橋３－７－３　ステージ新橋３Ｆ　 サービス ZN-0003-1641

オールペットクリニック 港区 西麻布２－４－９　アルタハウス　 サービス SL-2000-4374

Luce 港区 西麻布３－１－１７　ＮＩＳＳＨＩＮＢＬＤ１Ｆ サービス JS-0004-7038

UrbanSuite 港区 西麻布３－１－１８　ＲＤ西麻布２Ｆ サービス JS-0003-9347

rounge 港区 西麻布３－２３－１　八千代ビル１Ｆ サービス JS-0002-2667

montblancriket 港区 西麻布３－６－４　麻布パレス１Ｆ サービス JS-0003-5667

Kimi．HAIRPLACE 港区 西麻布４－１－９　　 サービス ZN-0002-7527

PAZZO 港区 赤坂１－９－１３　三会堂ビルＢ１Ｆ サービス JS-0002-6024

美容室カイザーリン 港区 赤坂２－１２－１２－５０３　赤坂フローラビル　 サービス ZN-0002-8233

赤坂リラクゼーション Nara 港区 赤坂２－１２－９　中村ビル２Ｆ サービス JS-0005-0712

alulu 赤坂 港区 赤坂２－１３－８　赤坂ロイヤルプラザビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-5255

よつば健康管理センター オーグ溜池山王店 港区 赤坂２－９－５　松屋ビル３Ｆ サービス JS-0003-0012

ティファニー 港区 赤坂３－１２－３　コンチネンタル赤坂Ｖビル２０８ サービス JS-0001-6549

日焼けサロンメラス赤坂店 港区 赤坂３－１２－３　センチュリオンホテルレジデンシャル赤坂Ｂ１Ｆ サービス JS-0005-1125

來來健康センター 港区 赤坂３－１４－１　コンチネンタル赤坂４－５Ｆ サービス JS-0001-6200

阿里郎リラクゼーション赤坂一ツ木通り店 港区 赤坂３－１５－９　ＡＣＲビル５Ｆ サービス JS-0002-1506

Akasakanico 港区 赤坂３－１６－２　榮林会館４Ｆ サービス JS-0004-2681

木にいる 港区 赤坂３－１６－４　中村ビル２Ｆ サービス JS-0005-1201

JADE 港区 赤坂３－１８－１０　大坂屋第２ビル３Ｆ サービス JS-0003-1972

赤坂タプティム 港区 赤坂３－１８－２　第一三州ビル１Ｆ サービス JS-0002-6042

リラクゼーションサロン 烏龍 港区 赤坂３－２１－１４　ＴＳ共和六番館 サービス JS-0002-8080

グレイスフルバーバー赤坂見附店 港区 赤坂３－８－１８　ビーグル赤坂見附４Ｆ　 サービス ZN-0003-1666

ほぐしの王様 赤坂見附店 港区 赤坂３－９－１０　田中ビル２Ｆ サービス JS-0002-3612

HAIRSALONWing 港区 赤坂６－４－１９　赤坂ＴＳＣビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8224

ニッコロ 港区 赤坂７－１１－１０　１Ｆ サービス JS-0005-3214



3 2020/8/25

［港区（サービス）］

加盟店名 所在地 ジャンル

10plus 港区 台場２－６－１　グランドニッコー東京台場内 サービス JS-0002-3894

VMS カレッタ汐留店 港区 東新橋１－８－２　カレッタ汐留Ｂ１Ｆ サービス JS-0003-3714

FERIQUE 港区 東麻布２－２０－２ サービス JS-0003-4740

アッシュオール 港区 東麻布２－９－４ サービス JS-0000-5471

ボディメイクサロン アンスリウム 港区 東麻布３－３－８　福神館ビル１０２ サービス JS-0001-1179

フラムリングス 港区 南青山１－１５－１８　リーラ乃木坂２０１　 サービス ZN-0002-8196

ヌアボーラン・ブルー 港区 南青山１－３－２４ サービス JS-0001-1685

南青山プトリ・デヴィ 港区 南青山１－４－１７　美松ビル９Ｆ サービス JS-0004-2206

キュアトリートメントサロンレミュー青山店 港区 南青山２－１２－１５　サイトービル７Ｆ サービス JS-0003-5436

ザ・バーバー青山 港区 南青山２－２７－２０　工藤ビル１Ｆ サービス JS-0000-8310

ミラクルリフティング 港区 南青山２－２７－２１　エムエービルディング７０２　 サービス ZN-2000-3088

VITAAOYAMA 港区 南青山３－１０－３４　１Ｆ サービス JS-0001-7218

pams omotesando 港区 南青山３－１２－１０　Ｋ２４６－６Ｆ－６０１　 サービス ZN-0002-8189

HAIR LOOPS RED 港区 南青山３－１２－１０　Ｋ２４６ビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7536

サロンドヒロコ 港区 南青山３－１３－２２　善光堂ビル３Ｆ サービス JS-0001-6767

アーニーズ・スタジオ 港区 南青山３－１３－２２　善光堂ビルＢ１Ｆ サービス JS-0000-0162

Lotus 青山店 港区 南青山３－１３－２３　パティオビル３Ｆ サービス JS-0002-7182

LaMariage 港区 南青山３－１３－２３　青山パティオビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-5407

FURBISH 港区 南青山３－１３－２３　青山パティオビル６Ｂ サービス JS-0000-0227

イヴァンカ青山 港区 南青山３－１３－２４　サウス青山テックビル４Ｆ サービス JS-0005-7153

サロン・シ－ 表参道 港区 南青山３－１４－１０　カシェート南青山１Ｆ サービス JS-0002-2883

Spica 港区 南青山３－１４－１０　シプレ南青山１Ｆ サービス JS-0002-0259

EIZO 港区 南青山３－１４－１５　川俣ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-2452

タクミジュンメイクアップサロン南青山店 港区 南青山３－１４－１５　川俣ビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-2000-7132

hair ＆ make Lico 港区 南青山３－１４－２８　１Ｆ　 サービス SL-2000-9879

Elme 港区 南青山３－１４－４　ＹＴＫ南青山Ｂ１Ｆ　 サービス ZN-0002-8199

REN 港区 南青山３－１６－１４　プラサーダ青山２０２ サービス JS-0004-8415

スプリーム 港区 南青山３－１８－１５　２Ｆ サービス JS-0000-1620

Allure 港区 南青山３－１８－１７　青山十八番館８Ｆ　 サービス ZN-0002-8200

スティルウォータース 港区 南青山３－１８－１９　君島ビル３Ｆ サービス JS-0001-2235

Sylphy 港区 南青山３－１８－２０　ワークス南青山７Ｆ　 サービス ZN-0003-1124

nailsalonCalme 港区 南青山３－２－３　ダイアンクレストビル４Ｆ サービス JS-0005-0529

a．oo．i．〔あおい〕 港区 南青山３－３－２１　竹本ビル１０１ サービス JS-0003-1146

アルファタッチ 港区 南青山３－４－１４　　 サービス ZN-0002-7530

VINGTNAIL 港区 南青山３－５－６　ディアテックビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-0002-3031

MAISONdeIGGY 港区 南青山３－８－２　青山ＯＧビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8210

CHERISH 港区 南青山３－８－２６　パートナーズ表参道１Ｆ サービス JS-0003-9241

芝崎プロポ－ション＆ボディケア 港区 南青山３－８－２７　芝崎４１０ビル３０２　 サービス PK-0000-2706

merbyPUUR 港区 南青山３－８－５　アーバンプレム南青山１Ｆ　 サービス ZN-0002-8209

nuur 港区 南青山３－８－９　ルーム青山３０２　 サービス ZN-2000-5649

atelier LIZERO 港区 南青山４－２０－３　メゾン・ド・ラーフ１０１ サービス JS-0001-3220

BEBE 青山 港区 南青山４－２６－１６　ミルーム南青山Ｂ１　 サービス ZN-0002-8201

Ailes de Venus 港区 南青山４－２６－１６－４０７ サービス SL-2000-0465

Mroots 港区 南青山４－２６－７　＋８ビル２０２　 サービス PK-0000-1077
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莉庵 港区 南青山４－２８－２６－２０２ サービス JS-0002-7729

テコセンター表参道店 港区 南青山４－９－２２　アウラビルＢ１Ｆ サービス JS-0004-5510

サムズヘアーワークス 港区 南青山５－１０－１　二葉ビル１０Ｆ　 サービス ZN-0002-8186

背骨 labo 表参道整体院 港区 南青山５－１０－２１　南青山佐伯ビル４Ｆ５Ｆ サービス JS-0004-4809

アジアス 青山本店 港区 南青山５－１１－１　櫻井ビル２Ｆ サービス JS-0002-1257

グランティグ 港区 南青山５－１１－１４　Ｈ＆Ｍ南青山ＥＡＳＴ４０８ サービス JS-0003-3855

北村薬局 港区 南青山５－１－２５ サービス JS-0001-2460

北村薬局 港区 南青山５－１－２５ サービス JS-0005-8827

ネイルサロンプティットフィー 港区 南青山５－１－２５　８Ｆ サービス JS-0002-3178

MATIRDE 港区 南青山５－１２－５　第一和田ビル２０１　 サービス ZN-0002-8228

新生堂 港区 南青山５－４－３０ サービス JS-0003-4032

VMS 青山店 港区 南青山５－４－３０　南青山ＹＳＳビル１Ｆ サービス JS-0003-2742

ネイルドゥー 港区 南青山５－４－４４　ラポール南青山５４１０２ サービス JS-0003-9211

イル・ヴィアール 港区 南青山５－５－１０　南青山５５１０－２０３ サービス JS-0002-8710

メンズラクシア表参道店 港区 南青山５－５－４　ルーチェ南青山Ａ サービス JS-0003-9921

青山大師堂薬局 港区 南青山５－６－２　青山菊正ビル１Ｆ サービス JS-0001-5786

キングダム青山店 港区 南青山５－６－２４　バルビゾン２３　Ｂ１Ｆ サービス ZN-0002-8187

ROI 港区 南青山５－７－２１　芥川青山ビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-0002-8203

トムの庭 南青山店 港区 南青山６－１２－１４ サービス JS-0002-9701

ドックサロンケンチェリー 港区 南青山６－１５－４　プラウドフラット南青山２Ｆ サービス JS-0004-1273

Felice 港区 南青山６－２－１３　ファイン青山５Ｆ　 サービス ZN-0002-4829

株式会社吉本南青山店 港区 南青山６－２－２ サービス JS-0001-7725

AINYUU 港区 南青山６－２－７　クレグラン骨董通りビル６Ｆ サービス SL-2000-2173

DS STORE TOKYO 港区 南青山６－３－１６ サービス JS-0004-6265

anji 港区 南青山６－７－５－１０５　 サービス SL-2000-0319

株式会社レジュイール 港区 南麻布１－５－１８ サービス JS-0005-7763

株式会社レジュイール 港区 南麻布１－５－１８　２Ｆ サービス JS-0005-8554

株式会社レジュイール 港区 南麻布１－５－１８　３Ｆ サービス JS-0005-8553

日焼けサロンメラス麻布店 港区 南麻布２－４－７ サービス JS-0005-1135

株式会社新京自動車 港区 南麻布２－７－３１ サービス JS-0001-9755

beaubelle spa hi 港区 南麻布３－８－６　ＰＤスペース３８６１０１号室 サービス JS-0005-8091

真野美容院 港区 南麻布４－１２－６ サービス JS-0002-0722

GIRRA 港区 南麻布４－１３－２　１Ｆ サービス SL-2000-1582

BICIAMORE 南麻布店 港区 南麻布４－１３－７　　 サービス ZN-2000-3007

美容室シンゲンジャポン 港区 南麻布５－１５－１０　　 サービス ZN-0002-7528

NailQuick 広尾店 港区 南麻布５－１５－２０　南麻布フラワーマンション１Ｆ－１０３ サービス JS-0001-0125

marsrabbit 港区 南麻布５－１－６　ラサッカイア南麻布５０２　 サービス ZN-0002-3111

ザ・バーバー広尾 港区 南麻布５－１６－１０　コーポ関根１Ｆ サービス JS-0000-4737

アンソリット・ボーテ 港区 南麻布５－１６－１３　グリーンコア広尾Ｂ１Ｆ サービス JS-0000-9720

me － sa 港区 南麻布５－１６－６　２Ｆ サービス JS-0002-0738

BLENDKOKOnail 広尾店 港区 南麻布５－１６－６　３Ｆ　　 サービス ZN-0002-3108

lecho 港区 白金１ー７ー９　 サービス SL-2000-3433

フランクリンペット 港区 白金１－１－８　 サービス SL-2000-1409

vi － ta 港区 白金１－２５－１３　ＣＳＨビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-0834
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cachecache 白金高輪 港区 白金１－２５－２　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-8206

Nail Salon Blanl’or 港区 白金１－２５－２　和田ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0002-3107

ヘアーケイズ 港区 白金１－２８－２　サーラ白金１０２ サービス JS-0004-1895

vi － tasirokane．salto 港区 白金１－２８－９　シミズビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-6878

vi － ta401 港区 白金１－２８－９　シミヅビル４０１　 サービス ZN-0002-8191

プライベートサロン ハグズ 港区 白金２－５－１６　イグレック２０２　 サービス ZN-0002-8226

インテグラシーハウス 港区 白金６－６－１　マンション芝白金２０２ サービス JS-0003-4288

ル・シック 港区 白金台２－９－１５　白金台パークハウス１０４ サービス JS-0005-0389

Abish 港区 白金台３－１６－３６　ウィン白金台１Ｆ サービス JS-0003-7735

ムサシノクリーニングいなげや白金台店 港区 白金台３－１６－８　いなげや白金台店１Ｆ サービス JS-0004-8487

Cloemeguro － shirokane 港区 白金台３－１８－１２　ＡＫＥＴＡ２Ｆ　 サービス ZN-0002-8223

サロン デュプレ 港区 白金台４－１０－９　１Ｆ サービス JS-0000-4300

トゥアレン白金台店 港区 白金台４－５－６　大野ビル２Ｆ　　 サービス ZN-2000-1240

ネイルブランチェス 港区 白金台５－３－２　ジェンティール白金台３Ｆ サービス JS-0003-6439

ANISE．H 港区 白金台５－３－２　白金台ファイブ１Ｆ　 サービス ZN-0002-8188

barberSOWAKA 港区 白金台５－５－２　マンション白金苑１０５　 サービス ZN-0003-1627

健康サイエンス治療院 港区 浜松町１－１８－９ サービス JS-0002-1271

着物レンタルひまり 港区 浜松町１－１９－１２　藤ビル４Ｆ サービス JS-0003-8526

EDWARD 港区 浜松町２－１－３　第２森ビル３Ｆ サービス JS-0001-8045

Lxnails 港区 浜松町２－１３－１２　ＲｉｓｅＷｅｌｌビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-3114

芝公園動物病院 港区 浜松町２－７－１３　ＶＩＳＴＡ浜松町１Ｆ サービス JS-0004-7254

エイチスリー 外苑前院 港区 北青山２－７－１７　３Ｆ サービス JS-0003-3061

AJ サロン 港区 北青山２－９－７　プルミエール北青山１Ｆ　 サービス ZN-0002-8231

TiLeaf 表参道店 港区 北青山３－１０－２　栄友ビル３０１ サービス SL-2000-6274

Allure 港区 北青山３－１０－６　青山パークスビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8190

nailsalontier 港区 北青山３－１２－７　カプリース青山９０９　 サービス ZN-0002-3032

ecureco 港区 北青山３－１２－７　カプリ－ス青山８０８　 サービス PK-0000-2079

PEOPLE 港区 北青山３－１５－１３　秀和レジデンス１０３　 サービス ZN-0002-8194

PEOPLE2 港区 北青山３－１５－１３　秀和北青山レジデンス１０１　 サービス ZN-0002-8204

CLASICO 港区 北青山３－１５－５　ポルトフィーノＢ１Ｆ サービス JS-0003-3395

プリエ 港区 北青山３－２－７　青山ＴＤＳビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8218

NEST 港区 北青山３－５－２　ＰＶＢＡＯＹＡＭＡ７Ｆ　 サービス ZN-2000-5383

PeopleOMOTESANDO 港区 北青山３－５－２１　加藤ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8235

crescentEye 港区 北青山３－５－２１　加藤ビル４Ｆ　 サービス ZN-2000-2500

ダウゼッド 港区 北青山３－５－２１　加藤ビルＢ１Ｆ　 サービス SL-2000-4919

Lalei 港区 北青山３－５－９　レイカーズ青山２Ｆ サービス JS-0005-1024

LAND 港区 北青山３－６－１７　アクセス表参道３Ｆ　 サービス ZN-2000-7057

LAND 港区 北青山３－６－１７　アクセス表参道８Ｆ　 サービス ZN-0002-8221

ヘッドスパ専門サロンスカルクイック表参道 港区 北青山３－６－１９　三和実業表参道ビル６Ｆ サービス JS-0003-6596

エイチスリー表参道院 港区 北青山３－６－２０　７Ｆ サービス JS-0003-3233

Gratii 港区 北青山３－６－２０　ＫＦＩビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-8212

阿里郎リラクゼーション 表参道店 港区 北青山３－６－２１ サービス JS-0002-1545

teteatete 港区 北青山３－６－２１　青山岡田ビルディング４Ｆ　 サービス ZN-0002-4818

THREE ＋ 港区 北青山３－６－２３　青山ダイハンビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-8234
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THREE 港区 北青山３－６－２３　青山ダイハンビル６Ｆ　 サービス ZN-0002-8230

グレイスアベニュー 港区 北青山３－６－３１　１Ｆ サービス JS-0003-6473

トリシア 表参道店 港区 北青山３－８－４　サンテックス岡本１０４ サービス JS-0003-4618

アカデミア 港区 北青山３－８－４　サンテックス岡本２０２ サービス JS-0002-0494

dydi 表参道 港区 北青山３－９－１２　セイジュンビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8238

SP． セイビア 麻布十番店 港区 麻布十番１－１０－３　モンテプラザ７０５号 サービス SL-2000-5583

ハルプラス麻布十番店 港区 麻布十番１－３－７　ベルレイン麻布３０１ サービス JS-0005-6658

SORA 麻布十番店 港区 麻布十番１－３－８　Ｆプラザ２０１　 サービス ZN-0002-8202

MonSourireazabujuban 港区 麻布十番１－４－７　麻布マスターズビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-3080

shesthe 港区 麻布十番１－５－１１　波田野ビル３Ｆ３０２ サービス JS-0003-2072

ブラッキ－ hideaway 麻布十番店 港区 麻布十番１－５－２０　麻布十番第五早川屋ビル３Ｆ サービス JS-0004-0350

ネイルクイック 麻布十番店 港区 麻布十番１－７－１２　麻布十番ＯＨＭＩＹＡビル３Ｆ サービス JS-0000-8932

足悠 麻布十番店 港区 麻布十番１－８－１１　ＴＡＫＥＤＥＮ麻布十番ビル７Ｆ サービス JS-0001-7313

麻布十番療術センター 港区 麻布十番１－８－１３　ＦＩＬＭ－１０－３Ｆ サービス JS-0001-1212

EXECUTIVE CLUB 港区 麻布十番１－８－５　パステル麻布４Ｆ　 サービス SL-2000-1305

松尾寫眞舘 港区 麻布十番２－１－１１　１Ｆ サービス SL-2000-8957

WORKSAzabu － juban 港区 麻布十番２－１３－２　アザブクマイビル１０２ サービス JS-0001-0573

パトラ麻布サロン 港区 麻布十番２－１４－６　イイダビル３Ｆ サービス JS-0003-4643

ricari 港区 麻布十番２－１６－７　ピア麻布十番１Ｆ　 サービス ZN-0002-8237

アド麻布 港区 麻布十番２－１－８　グランドメゾン麻布十番館１０８ サービス JS-0002-5117

クローバーヘアールーム 港区 麻布十番２－１９－１　２Ｆ サービス JS-0005-4797

Dio 港区 麻布十番２－１９－４　１Ｆ サービス JS-0005-1816

エストラッシュ麻布十番店 港区 麻布十番２－３－６　ＦＬＥＧ麻布十番ｐｒｉｍｏ６Ｆ サービス JS-0001-2617

ハート動物病院 港区 麻布十番３－３－１　三喜ビル１Ｆ サービス JS-0000-6805

ヌアボーラン・ブルー 麻布十番店 港区 麻布十番３－３－３ サービス JS-0005-1063

GOLD SALON TOKYO 麻布十番 港区 麻布十番４－１－９　６Ｆ　 サービス SL-2000-8312

アトランティックカーズ 港区 麻布台３－５－５ サービス JS-0000-5111

R － blue 港区 六本木３－１３－３　六本木アネックス３０１　 サービス ZN-0002-8208

六本木酵素浴 Bonjur de こんに 港区 六本木３－１４－１２　六本木三－ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-5390

BLUESTAR 港区 六本木３－１６－１４　ＫＹビル１Ｆ サービス JS-0005-3319

atelier．co 港区 六本木３－４－１５　クラックスハイム六本木２０４ サービス SL-2000-9303

プライベートビューティーサロン＆六本木 港区 六本木４－１０－１０　６Ｆ サービス JS-0004-9195

hairandmakeColette 港区 六本木４－１０－４　Ｋ ’ ｓ三宅ビル４Ｆ サービス JS-0002-1354

新阿里山 六本木店 港区 六本木４－１１－８　フランセビル４Ｆ サービス JS-0002-5556

スタジオビーツ 港区 六本木４－１－２７　三河台ハウス３Ｆ サービス JS-0005-7887

スタジオ 23 六本木 港区 六本木４－２－６ サービス JS-0002-0131

ステンシルヘアー 港区 六本木４－５－１５　シティー六本木第一ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7525

COMFORT 港区 六本木４－９－２　俳優座ビル８Ｆ サービス JS-0005-9473

阿里郎リラクゼーション六本木姉妹店 港区 六本木４－９－５　ＩＳＯビル７Ｆ サービス JS-0001-4242

Anela Eyelash ＆ nail 港区 六本木４－９－８　リラビル５Ｆ　 サービス SL-2000-2327

カラダファクトリー六本木店 港区 六本木４－９－９　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-0543

Relaxia 六本木店 港区 六本木５－１６－４　六本木エーワンビル２Ｆ サービス JS-0001-6420

SASHU SALON Armonia 港区 六本木６－１０－３　グランドハイアット東京３Ｆ サービス JS-0002-9566

CRYOSAUNA 港区 六本木６－１１－１８　ＨＯＵビル５Ｆ　 サービス ZN-0002-2135
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ナイーブ六本木店 港区 六本木６－２－６　サンビル２Ｆ サービス JS-0002-1061

メイアンドジェニー六本木店 港区 六本木６－５－１７　トシカネビル　 サービス ZN-0002-7524

小山登美夫ギャラリー 港区 六本木６－５－２４　ｃｏｍｐｌｅｘ６６５－２Ｆ サービス JS-0001-1054

Snob 港区 六本木７－１０－２７　国分第二ビル１－Ａ サービス SL-2001-0533

d’ici 港区 六本木７－１２－２１　　 サービス ZN-2000-2163

知足常楽六本木店 港区 六本木７－１４－５　大和ビル５Ｆ　 サービス ZN-2000-3791

グレイスフルバーバープラチナム 港区 六本木７－１４－８　アーツショップビル５Ｆ　 サービス ZN-2000-6291

アムリタ六本木 港区 六本木７－１７－１９　ＦＬＥＧ六本木ｓｅｃｏｎｄＢ１Ｆ サービス JS-0001-2685

オトコネイル六本木店 港区 六本木７－１８－１１　六本木ＤＭビル４Ｆ－Ｂ サービス JS-0003-7751

LEONHAIRSALON 港区 六本木７－１８－１５　六本木７１８－４Ｆ　 サービス ZN-2000-5721

ぉ家 Salon 港区 六本木７－１８－１６　川窪ビル２Ｆ サービス SL-2000-9402

クリアエディション 港区 六本木７－１８－８　岸田ビル２Ｆ サービス JS-0001-1875

ヘアーサロン ローグ 港区 六本木７－２０－１８　六本木ポイント７２０　１Ｆ サービス JS-0000-0536

温石庵 六本木店 港区 六本木７－３－１３　トラスティ六本木ビル４Ｆ　 サービス ZN-2000-3578

イスクラ薬局六本木店 港区 六本木７－３－４　栗山ビル２Ｆ サービス JS-0001-1592

hairUtile 港区 六本木７－８－１１　ＤＡフロント３Ｆ　 サービス ZN-0002-8198

nuance 六本木店 港区 六本木７－８－４　銀嶺ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0002-8225


