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［世田谷区（サービス）］

加盟店名 所在地 ジャンル

城南建材社 宇奈根営業所 世田谷区 宇奈根２－１－８ サービス JS-0003-0211

HANA 世田谷区 奥沢２－１－１０　コルザ奥沢２－１Ｆ サービス JS-0000-5623

hair salon FORMA 世田谷区 奥沢２－１１－８　奥沢朝日ビル２Ｆ サービス JS-0002-7313

ハーモニックサロングランナチュール 世田谷区 奥沢２―１２―１５　ＳＥＡＬＳ２０１　 サービス OT-0000-0110

Bloom 世田谷区 奥沢２－３８－９　月瀬ビル３Ｆ　 サービス OT-0000-0092

ケイベストフルフル奥沢店 世田谷区 奥沢３－４６－３ サービス JS-0005-6149

calm 世田谷区 奥沢５－２４－１　リベルテドゥ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7674

ソルビス 世田谷区 奥沢５－２４－２　自由が丘青木ビル１０２　 サービス ZN-0002-7692

シーズンズボタニカ自由が丘店 世田谷区 奥沢５－２５－１１　チェリーコロネード自由が丘店２Ｆ　 サービス ZN-0003-1054

erg 自由が丘 2 世田谷区 奥沢５－２５－５　 サービス OT-0000-0192

erg 自由が丘 世田谷区 奥沢５－２５－５　　 サービス OT-0000-0010

Overlay 世田谷区 奥沢５－２６－２　クレッセントビル１Ｆ サービス JS-0004-3607

HairSalonMarsha 世田谷区 奥沢５－２６－３　ｋ ’ ｓビル２０１ サービス JS-0003-4816

STAR カイロプラクティック 世田谷区 奥沢５－２７－５　魚菜ビル５０７　 サービス OT-0000-0126

backroom 世田谷区 奥沢５－２８－１５　昇栄ビル３０２ サービス JS-0003-8633

alluche 世田谷区 奥沢５－３０－７　 サービス OT-0000-0204

ヘアサロン huit 世田谷区 奥沢５－３１－１６　パサージュコート２０１ サービス SL-2000-3523

Alice lash 世田谷区 奥沢５－３１－１７　アルボス３Ｃ　 サービス OT-0000-0180

クリスタルジョイエ 世田谷区 奥沢５－３１－２　　 サービス OT-0000-0155

Salon De ViVi 世田谷区 奥沢５－４０－６　ワンハーフ２０２　 サービス SL-2000-1789

シロヤクリーニング九品仏店 世田谷区 奥沢６－１１－７　田園コーポラス１０１ サービス JS-0004-3116

be － Wood 世田谷区 奥沢６－１９－１８　ユタカフォレスト自由ヶ丘１０１ サービス JS-0002-3623

OCEAN TRIBE 世田谷区 奥沢６－２０－１　 サービス OT-0000-0131

アルテミス 世田谷区 奥沢６－２１－１１　大明産業ビル１０２ サービス JS-0002-7575

HAIR SALON Pele 世田谷区 奥沢６－３１－１５ サービス JS-0000-1222

オベリン 世田谷区 奥沢６－３１－１９　 サービス OT-0000-0061

ループスオアシス自由が丘店 世田谷区 奥沢６－３３－１４　もみの木ビル１Ｆ サービス JS-0003-9054

ループスオアシス自由が丘店 世田谷区 奥沢６－３３－１４　もみの木ビル２Ｆ サービス JS-0003-9055

NOV 自由が丘 世田谷区 奥沢６－３３－１４　第２ユーロシーランドビル２Ｆ　 サービス OT-0000-0133

アトリエ・ドゥー・ディマンシュ 世田谷区 奥沢７－３－２　 サービス OT-0000-0101

ト－タルビュ－ティ－サロン LuM 世田谷区 奥沢７－５－１０　サンエウラマンション３０１　 サービス PK-0000-0466

free’sHAIR 世田谷区 奥沢８－１３－９　タウンハイツ九品仏１Ｆ１０１　 サービス ZN-0002-7714

リープ 世田谷区 下馬１－２７－４　第２井上ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-0281

フォレスタ動物病院 世田谷区 下馬１－５６－１５　ビーハイツ１Ｆ サービス JS-0000-0347

CACHINA 世田谷区 下馬２－２０－９　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7109

ひろせ動物病院 世田谷区 下馬３－１７－１５ サービス JS-0000-1923

ノワロード 世田谷区 下馬４－２－１ サービス JS-0002-0194

げんき動物病院 世田谷区 下馬５－７－１０ サービス JS-0000-7802

有限会社大久保自動車 世田谷区 鎌田３－６－１５ サービス JS-0002-1031

城南建材社 本社 世田谷区 喜多見３－４－５８ サービス JS-0003-0217
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河野自動車 世田谷区 喜多見８－１－６ サービス JS-0005-0689

コズアーティスティック 世田谷区 喜多見８－１６－６　メゾン喜多見１Ｆ　 サービス ZN-0002-8596

クリーニング WAKO 喜多見駅前店 世田谷区 喜多見８－１８－１６　スプリングス１０３ サービス JS-0004-9690

オーセンティックカーズ 世田谷区 砧１－３－１０ サービス JS-0000-2633

belco．nico 世田谷区 砧５－１７－１２　ヒルズ砧１０１　 サービス ZN-0002-8605

belco. 世田谷区 砧６－２９－９　ルシール参番館１０２ サービス AL-0000-0179

Labo 世田谷区 砧６－３９－６　登山ビル２Ｆ サービス JS-0002-8336

つくばクリーニング祖師谷店 世田谷区 砧８－１０－１ サービス JS-0000-7961

岩盤浴リンパ痩身サロン成城 世田谷区 砧８－２１－４　ウインズアン１０２ サービス SL-2000-7434

liv Lim 世田谷区 砧８－２－２３ サービス JS-0001-3164

リアンジェ・祖師ヶ谷大蔵 世田谷区 砧８－８－１　ＴＳ大蔵ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8589

hair mick 世田谷区 宮坂３－１２－１７　ワタナベビル１Ｆ サービス JS-0000-0881

マアム・ジー経堂店 世田谷区 宮坂３－１８－４　　 サービス ZN-0002-7661

シロヤクリーニング経堂店 世田谷区 宮坂３－１９－２２ サービス JS-0004-3122

ヘアークルールクレール 世田谷区 宮坂３－２０－２　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7668

美容室 ZEAL 世田谷区 宮坂３－２３－１ サービス JS-0003-2356

給田名倉堂接骨院 世田谷区 給田３－１－１８ サービス JS-0004-1810

メディスンショップミナモ薬局 世田谷区 給田３－３２－６ サービス JS-0002-1215

insenceglue 世田谷区 玉川２－１４－７　ツインシティーＳ．１Ｆ　 サービス ZN-0002-8588

viviannail 二子玉川店 世田谷区 玉川２－１５－１３　ヴァレンナ二子玉川２Ｂ　 サービス ZN-0002-3169

atelier mim（アトリエミム） 世田谷区 玉川２－２４－１１　藤和二子玉川園１０１Ｂ サービス SL-2000-1590

HOGUMI 世田谷区 玉川２－２４－７　萩原第２ビル４Ｆ サービス JS-0002-1165

クリーニングショップグッド 世田谷区 玉川２－２－Ａ１１１ サービス JS-0000-8416

ドゥブルベコワフュール 世田谷区 玉川３－１０－１１　ＡＰＥＸ２Ｆ　 サービス ZN-2000-0968

ヒーリングアロマネイル 粋更彩 世田谷区 玉川３－１０－８　アークビル４Ｆ サービス JS-0001-3145

LIPPS 二子玉川 世田谷区 玉川３－１－５　カメリアコート二子玉川２Ｆ　 サービス ZN-0002-8619

カラダファクトリー二子玉川店 世田谷区 玉川３－１５－１　２Ｆ　　 サービス ZN-2000-0864

hairsalonLjus 世田谷区 玉川３－１５－１２　玉川３－マンション１０２　 サービス ZN-0002-8581

レーヴ TAMAGAWA 世田谷区 玉川３－１５－１２　玉川３－マンション１１１　 サービス ZN-2000-0714

BARCA di Hairsalon 世田谷区 玉川３－１５－６　フェリス玉川Ｂ１　 サービス ZN-2000-0053

TIFFA 二子玉川 世田谷区 玉川３－２１－３　二子田園マンション１０１　 サービス ZN-0002-8593

KIZU カイロプラクティック二子玉川 世田谷区 玉川３－２５－１５　やなぎやビル２Ｆ サービス JS-0002-1624

庵樹 世田谷区 玉川３－２５－１５　やなぎやビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8563

デルオート世田谷 世田谷区 玉川３－４－２ サービス JS-0001-9711

55JET 世田谷区 玉川３－４－２　ベルフラット玉川２Ｆ　 サービス ZN-0002-7706

hair － works － credo 世田谷区 玉川３－５－９　ファミール飯田３Ｆ サービス JS-0000-5984

insence 二子玉川 世田谷区 玉川３－６－５　ＭＲＥビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7657

BATEL 世田谷区 玉川３－６－７　　 サービス ZN-0002-8602

NailsalonHanna．Ri 世田谷区 玉川３－８－２　第一タイガービル４１号　 サービス ZN-0002-3165

UNSOME 二子玉川 世田谷区 玉川４－１１－８　　 サービス ZN-0002-8601

クリーニングショップ グッド A 世田谷区 玉川４－１２－１ サービス JS-0005-3259

BOTANICAL 世田谷区 玉川４－１２－１　池田ビル　　 サービス ZN-0002-8553

ノコナッツ 世田谷区 玉川４－８－６　アズマコーポ１Ｆ　 サービス ZN-0002-8558

中島動物病院 世田谷区 玉川台１－１１－５ サービス JS-0004-4637
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クリーニング 24 用賀店 世田谷区 玉川台１－５－１０　あか尾ビル１Ｆ サービス JS-0004-3108

ホワイエ ヘア デザイン 世田谷区 玉川台１－５－１２　ＹＯＧＡＳＴＡＧＥ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7687

REALITYHAIR 世田谷区 玉川台２－２２－２０　２Ｆイイダアネックス　 サービス ZN-0002-7703

Stretch hair 世田谷区 玉川台２－２３－１　スリーリーフ１Ｆ サービス JS-0001-5455

Lumiehairsalon 駒沢 世田谷区 駒沢１－４－１０　佐伯ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-2474

MBE246 駒沢店 世田谷区 駒沢１－４－１１　１Ｆ サービス JS-0000-8977

ホームドライ 駒沢駅前店 世田谷区 駒沢１－４－２０ サービス JS-0002-1399

整骨院もみの木 世田谷区 駒沢１－５－１４ サービス JS-0003-8952

エスプリクレッシェンド駒沢大学店 世田谷区 駒沢２－１－１　第２山國ビル２、３、４Ｆ　 サービス ZN-0002-8590

もみーな駒沢大学店 世田谷区 駒沢２－１－２　花芳ビル１Ｆ サービス JS-0002-3895

クリーニング 24 駒沢店 世田谷区 駒沢２－１２－４　大鷲ビル サービス JS-0004-3088

aura 世田谷区 駒沢２－２０－７　駒沢２丁目高橋店舗 サービス JS-0000-9850

LUSSO 世田谷区 駒沢２－６－１７　レスクビル１Ｆ サービス JS-0001-0900

株式会社エフ・ユー 世田谷区 駒沢３－２６－１ サービス JS-0004-8240

クリーニング駒沢 世田谷区 駒沢３－２６－１　福島ビル１Ｆ サービス JS-0004-3100

シロヤクリーニング深沢店 世田谷区 駒沢５－１５－１４ サービス JS-0004-3090

ながいき動物病院 世田谷区 駒沢５－１５－２ サービス JS-0001-1174

ドッグサロン＆カフェ A・W・D 世田谷区 駒沢５－１９－１１ サービス JS-0004-0839

小林写真館 世田谷区 駒沢５－２２－５　　 サービス ZN-0002-6558

あきやま動物病院 世田谷区 駒沢５－２－３ サービス JS-0003-2650

リラトリート経堂 世田谷区 経堂１－１１－８　双進ビル１Ｆ サービス JS-0004-1747

Pittura 世田谷区 経堂１－１２－１２　コッペリアビル２Ｆ サービス JS-0000-7837

PRESENCE 世田谷区 経堂１－１２－８　斉藤ビル２Ｆ サービス SL-2000-5588

Rene 経堂店 世田谷区 経堂１－１９－２　松菱ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-1033

hair ＆ makeyucaci 世田谷区 経堂１－２１－１１　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-8599

もみ～な経堂店 世田谷区 経堂１－２１－２０　寿和ビル２Ｆ サービス JS-0004-4621

LuccaLance 経堂店 世田谷区 経堂２－５－２３　リーベルフジヨシ１Ｆ　 サービス ZN-0002-8571

OHISAMA 世田谷区 経堂２－５－２４　１Ｆ　 サービス SL-2000-6796

salon de TAE 世田谷区 経堂２－７－１３　ランド－ル松峰１０４ サービス SL-2000-6755

CRICCA 世田谷区 経堂４－６－１０　直井ビル１Ｆ サービス JS-0000-8923

アン・コトン ライフ経堂店 世田谷区 経堂５－３２－６　ライフ経堂２Ｆ サービス JS-0002-7035

クリーニングショップ グッド F 世田谷区 弦巻３－１１－１６ サービス JS-0005-3227

姿勢専科 KCS センター 豪徳寺 世田谷区 豪徳寺１－２５－５　タナカビル２Ｆ サービス SL-2000-1651

若石足療 もんでチャイナ 世田谷区 豪徳寺１－４７－９ サービス JS-0001-3067

グリ－ン薬局さくら 世田谷区 桜３－２－１２　１Ｆ サービス JS-0004-5928

grandir 世田谷区 桜丘２－１８－１７　第五太陽ハイツ２Ｆ サービス JS-0002-8148

FLOOR．Parallel 世田谷区 桜丘２－２０－８　ニュー楓ビル１Ｆ サービス JS-0002-5867

the GRAND FREI 世田谷区 桜丘２－２７－１１　レフィーノＫＭビル４Ｆ サービス JS-0001-9042

クリーニング WAKO 千歳船橋南口店 世田谷区 桜丘２－２７－１４ サービス JS-0004-9695

FILM 世田谷区 桜丘２－２７－１４　さす吉ビル２Ｆ サービス JS-0001-1083

フラワー薬局 世田谷桜丘店 世田谷区 桜丘４－２－１　コーポ石川１０１ サービス JS-0002-0546

スタジオチナ 世田谷区 桜丘５－２１－６　　 サービス ZN-0002-3428

aDrop 世田谷区 桜上水５－２４－１　１Ｆ サービス JS-0001-0343

iiHi 桜新町店 世田谷区 桜新町１－１３－２　メゾンアミー２Ｆ サービス JS-0002-2945
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クリーニング桜新町駅前店 世田谷区 桜新町１－１５－１　チェリーハイム１Ｆ サービス JS-0004-3103

gokanplus 世田谷区 桜新町１－１５－２２　ＩＩＤＡＡＮＮＥＸ６　 サービス ZN-2000-4243

美容室ボレロ 世田谷区 桜新町１－１７－１４　　 サービス ZN-2000-0023

M’SLASH セタガヤ 世田谷区 桜新町１－３２－１０　　 サービス ZN-0002-8541

エムスラッシュネイル 世田谷区 桜新町１－３２－１０　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-3162

クリーニング SAKURA 世田谷区 桜新町２－１０－１６　泉ビル１０５ サービス JS-0004-3102

レキュップ 世田谷区 桜新町２－１１－１２　日の丸商運ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8546

ZIGZAG 世田谷区 桜新町２－１－１４　　 サービス ZN-2000-6312

Kicca 世田谷区 桜新町２－２５－１２　パークホームズ桜新町１Ｆ サービス JS-0002-2555

サクラ咲く薬局 世田谷区 桜新町２－２７－２　コーポラスタナカ１０１ サービス JS-0000-9177

Navio 世田谷区 三軒茶屋１－２９－１３　ハイツ三軒茶屋２Ｆ－Ｅ サービス JS-0003-4580

Seasons 季の香 三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３２－１８　シティドエル三軒茶屋１Ｆ　 サービス ZN-0003-1055

affettobyflammeum 三軒茶 世田谷区 三軒茶屋１－３５－２１　ＬＩＬＡＳ三軒茶屋Ｂ１Ｆ サービス JS-0004-0984

アトリエ．タンブリーニ 世田谷区 三軒茶屋１－３５－５　柳屋ビルＣ サービス JS-0000-1755

LULLABY 三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋１－３７－３　山本ビル１００３　 サービス SL-2001-1886

Red・Ai 世田谷区 三軒茶屋１－４１－１３　ロゼッタ三茶１Ｆ サービス JS-0003-9570

Retra 世田谷区 三軒茶屋２－１１－２４　サンタワーズＡ－２０２ サービス JS-0002-5123

シロヤクリーニング三軒茶屋店 世田谷区 三軒茶屋２－１９－１２　三軒茶屋グリーンマンション サービス JS-0004-3099

BLIK hair ＆ make 世田谷区 三軒茶屋２－３４－１２　 サービス SL-2000-2364

フラン動物病院 世田谷区 三軒茶屋２－５１－３０　ハイツＹＭＴ１Ｆ サービス JS-0005-9387

レイブランカセダール 世田谷区 三宿１－３－１８　ボナールイシイＢ１Ｆ　 サービス ZN-0002-8617

笹木動物病院 世田谷区 三宿１－４－２３ サービス JS-0000-2682

SalonLilycal 世田谷区 若林３－１７－３　　 サービス PK-0000-2181

MAX クリーニング若林駅前店 世田谷区 若林４－１－３ サービス JS-0004-9409

フィルウ世田谷店 世田谷区 若林４－１７－１２　１Ｆ サービス JS-0004-5866

美容室 REST 世田谷区 若林４－２５－１０　アメニティー世田谷１０１　 サービス ZN-2000-2009

美容室マアム・ジー 世田谷区 松原２－４６－６　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-7711

アントリール下高井戸店 世田谷区 松原３－３０－１５　シャイロビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1060

美容室マアム・ジー下高井戸店 世田谷区 松原３－４２－２　宍戸第一ビル　 サービス ZN-0002-8545

（有）原島モータース 世田谷区 上祖師谷６－３－５　　 サービス ZN-0002-5223

シロヤクリーニング上馬店 世田谷区 上馬１－１０－１７ サービス JS-0004-3087

かわぐちやクリーニング 世田谷区 上馬１－１６－７ サービス JS-0001-8757

ザ・ガレージワークス 世田谷区 上馬１－３２－７ サービス JS-0004-6464

アンコトンマルエツ真中店 世田谷区 上馬３－１７－１０　マルエツ真中店Ｂ１Ｆ サービス JS-0005-2796

Ruxus 世田谷区 上馬４－３－９　森嘉ビル１０１　 サービス ZN-0002-7713

elmbyemt 世田谷区 上北沢４－１５－１３　フィルパーク上北沢１Ｆ　 サービス ZN-2000-6000

カットインソーレ八幡山店 世田谷区 上北沢４－３６－２３　　 サービス ZN-0002-7678

鳴木屋輪店 世田谷区 上北沢５－８－１　　 サービス ZN-0002-6395

かみのげ動物病院 世田谷区 上野毛１－１７－１０ サービス JS-0000-1853

シロヤクリーニング上野毛店 世田谷区 上野毛１－２７－１３　牧田ビル１Ｆ サービス JS-0004-3112

ネイルサロンリプール 世田谷区 上野毛１－２７－２　ラメゾン１Ｆ サービス SL-2000-0969

理容室イシカワ 世田谷区 上野毛２－７－１１ サービス JS-0002-0066

ベルヴェット動物病院 世田谷区 上用賀３－１４－２１ サービス JS-0004-3010

オート・マックスファクトリー 世田谷区 上用賀５－２４－８ サービス JS-0002-3613
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トリミングサロン ALAMON 世田谷区 新町２－２－２２　ＮＩビル１Ｆ サービス JS-0000-7749

SalonlaNeige 世田谷区 新町２－２７－６　アルカディア３０２ サービス JS-0003-2430

BaMM 世田谷区 深沢４－１８－１５　　 サービス ZN-0002-7659

ペットサロンミキミキ 世田谷区 深沢４－３５－６　Ｎビル１Ｆ サービス JS-0005-7981

ラプリモ 世田谷区 深沢５－１－２１ サービス JS-0004-9146

ベイサイドクラブ世田谷店 世田谷区 深沢５－１－８　ハマックスビル１Ｆ サービス JS-0000-7161

LlanoHair 世田谷区 深沢５－２－９－１０９　ニューライフ等々力　 サービス ZN-0002-8572

Ecrue・HAIRDESIGN 世田谷区 深沢５－５－１６　ハーヴェストフカザワＢ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7709

センス オブ リーラ 世田谷区 深沢７－２－２４　深沢パークマンション４０１ サービス JS-0002-1745

ビューティーサロン マックスシャイン 世田谷区 世田谷１－１１－１７　ベルスリー世田谷３０１ サービス JS-0005-0285

シロヤクリーニング世田谷店 世田谷区 世田谷１－１５－１０　宮崎ビル１Ｆ サービス JS-0004-3085

ATRUM 世田谷区 世田谷１－１８－１０　リバーエイト１Ｆ サービス JS-0001-2500

salondebeaute unique 世田谷区 世田谷１－４７－７　サンフレンド松本１０３ サービス JS-0003-3168

サイクルセンターキョーエイ 世田谷区 世田谷１－４８－１１　　 サービス ZN-0002-6390

アイラッシュ＆ネイルサロン SweetBr 世田谷区 世田谷１－４８－１１　リード世田谷１Ｆ サービス JS-0002-1860

美容室 セントジョージ 世田谷区 世田谷２－２０－５ サービス JS-0000-1261

クリーニング上町 世田谷区 世田谷２－２－７　エクセレンスオオバ サービス JS-0004-3101

FILM 世田谷区 世田谷３－２０－１５　１Ｆ サービス JS-0005-7455

TECHSPOT 世田谷区 世田谷３－２－１　グレイスビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7677

jouir 世田谷区 世田谷３－３－１　コムスセタガヤ４Ｆ　 サービス ZN-0002-7670

写真のロンゴロンゴ 世田谷区 世田谷４－２－１０　　 サービス ZN-0002-6529

believe 世田谷店 世田谷区 世田谷４－２－１４ サービス JS-0003-7447

ペットプレイス 世田谷区 瀬田２－２７－６　カルフール瀬田１Ｆ サービス JS-0003-7605

おおはる動物病院 世田谷区 瀬田４－２－１６ サービス JS-0004-5525

にこたま動物病院 世田谷区 瀬田４－２３－１５ サービス JS-0003-6848

Vehicle 世田谷区 成城１－５－１　アインス成城１Ｆ　 サービス ZN-0002-6463

成城きぬた動物病院 世田谷区 成城１－５－４　ジュネス成城１Ｆ サービス JS-0000-4725

成城さくらさくギャラリー 世田谷区 成城２－１５－１ サービス JS-0003-7635

SeinaNail 世田谷区 成城２－２１－７　　 サービス ZN-2000-4891

カオン 成城店 世田谷区 成城２－３３－１８ サービス JS-0002-6388

Sympatic 世田谷区 成城２－３６－６　　 サービス ZN-0002-7694

こそでや 1F 世田谷区 成城２－３９－２　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-6934

SeijoSmileStudio 世田谷区 成城２－３９－２　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-6550

こそでや 2F 世田谷区 成城２－３９－２　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-6935

ARTRUSHRISE 世田谷区 成城２－３９－３　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-7715

Figoo 世田谷区 成城５－７－７　 サービス SL-2000-1359

HEAVENLY 世田谷区 成城６－１０－５　桂屋ビル３Ｆ サービス SL-2000-4518

美容室 Candy 成城店 世田谷区 成城６－１１－７　　 サービス ZN-0002-7695

LUXE 成城店 世田谷区 成城６－１１－９　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-7696

brut（ブリュット） 世田谷区 成城６－１４－２　 サービス SL-2000-0701

サロンドポコアポコ 世田谷区 成城６－１４－７　２Ｆ サービス JS-0003-1745

つくばクリーニング成城店 世田谷区 成城６－１４－７　細野ビル１Ｆ サービス JS-0000-5849

モガインターナショナル 世田谷区 成城６－１６－６　１Ｆ サービス JS-0003-3431

LoveNail 成城店 世田谷区 成城６－８－５　１Ｆ サービス JS-0001-3819
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経堂村田動物病院 世田谷区 赤堤１－４３－１ サービス JS-0003-2145

シロヤクリーニング松原店 世田谷区 赤堤３－３－１１ サービス JS-0004-3117

美容室 La・Seina 世田谷区 赤堤４－２－１６　　 サービス ZN-2000-0680

MOROBITO 世田谷区 赤堤４－４７－１　シモタカベース２０１ サービス JS-0000-9715

デザイアー下高井戸店 世田谷区 赤堤４－４７－３　ＷＩＮＨＩＬＬＣＯＵＲＴ１Ｆ　 サービス ZN-0003-1058

Diface 世田谷区 赤堤５－２６－３　日神パレス赤堤２Ｆ　 サービス ZN-2000-1066

HAIR SAVOR 世田谷区 赤堤５－３１－７　本間ビル１Ｆ サービス JS-0001-8604

もみーな千歳船橋店 世田谷区 船橋１－１－１１　松本ビル２号室 サービス JS-0004-7886

クリーニング WAKO 千歳船橋駅前店 世田谷区 船橋１－９－４５ サービス JS-0005-6683

コバック世田谷船橋店 世田谷区 船橋７－１７－２３　１Ｆ サービス JS-0002-4749

アペゼ 世田谷区 祖師谷１－１１－６　２Ｆ サービス JS-0005-6546

LoveNail 祖師谷大蔵店 世田谷区 祖師谷１－３５－６ サービス JS-0001-3818

ラックリラ祖師谷店 世田谷区 祖師谷３－３６－２６　祖師谷セントラルプラザ２Ｆ サービス JS-0004-5195

フューズ祖師谷 世田谷区 祖師谷３－３７－２４ サービス JS-0003-8101

sea ＋ 世田谷区 祖師谷３－４－７　伊地智ビル２Ｆ サービス JS-0003-2796

BEAUTYPLACEKATO 世田谷区 祖師谷４－２４－１８　　 サービス ZN-0002-7682

アン・コトン 三軒茶屋店 世田谷区 太子堂１－１４－１６　ＦＯＯＤＩＵＭ三軒茶屋店２Ｆ サービス JS-0002-7026

HAIRSPRAY 三軒茶屋 世田谷区 太子堂１－１４－１６　ダイエーフーディアム２Ｆ サービス JS-0005-6822

Cloesangenjaya 世田谷区 太子堂１－１５－６　橋本ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8594

ペットサロンエムスタイル 世田谷区 太子堂１－３－３６　１Ｆ サービス JS-0005-8286

aw HAIR 世田谷区 太子堂２－１２－１　ダイムタワー５Ｆ　 サービス ZN-0002-7658

Nail Salon Blanl’or 三 世田谷区 太子堂２－１６－９　ＡＫビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-3123

トータルビューティーサロン BASARA 世田谷区 太子堂２－２４－６　ドミー三軒茶屋２Ｆ サービス JS-0002-2208

シロヤクリーニング太子堂店 世田谷区 太子堂２－９－２５ サービス JS-0004-3084

ochohair 世田谷区 太子堂３－１８－６　１Ｆ伊田アパート サービス JS-0001-2802

AXIS 世田谷区 太子堂４－１８－１３　スターファイブ三軒茶屋　 サービス ZN-0002-7719

リーフサンゲンヂャヤ 世田谷区 太子堂４－２５－１４ ３Ｆ サービス JS-0004-0252

THE・ONE 世田谷区 太子堂４－２６－１３　ｔａｋｅｋａｗａＢＬＧ３Ｆ サービス SL-2000-7426

Ao 世田谷区 太子堂４－３０－２５　サワムラカスケーダ２０６　 サービス ZN-0002-8576

The English Roses 世田谷区 太子堂５－１５－１１　ケーテー三軒茶屋２Ｆ サービス JS-0003-8443

ダイエイクリーニング 世田谷区 太子堂５－２－５ サービス JS-0001-6093

アイルビーヘア 世田谷区 代沢２－３０－１９　ＰｏｗｅｒＨｏｕｓｅ１１０号室 サービス SL-2000-3420

アールズネイル 世田谷区 代沢２－３６－１９　カーサフジイパート２－１Ｆ サービス JS-0002-6224

クワイエットノイズアーツアンドブレイク 世田谷区 代沢２－４５－２　１Ｆ サービス JS-0002-5297

美容院ソレイユ 世田谷区 代沢３－６－２　メゾンぼう１Ｆ　 サービス ZN-0002-8538

車検のコバック世田谷代沢店 世田谷区 代沢４－１－５ サービス JS-0001-0931

curva 世田谷区 代沢５－１７－６　はなぶビル２Ｆ サービス JS-0000-3289

池村ペットクリニック 世田谷区 代沢５－３０－２　下北沢フロント２Ｆ サービス JS-0004-2018

nino 世田谷区 代沢５－３３－５　グラシア下北沢１Ｆ　 サービス ZN-0002-8578

ZEND 世田谷区 代沢５－３６－１３　北村ビル２Ｆ サービス JS-0002-8251

美容室 WOOP 世田谷区 代田５－１０－６　イーストコート代田１０２　 サービス ZN-0002-7664

BRASS 世田谷区 代田５－８－１２ サービス JS-0000-2445

BEBE 世田谷区 代田６－１２－１　アルページュ下北沢１Ｆ　 サービス ZN-0002-8564

ライトスタッフ 世田谷区 大原１－１－５　　 サービス ZN-0002-8569
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ミックスカール 世田谷区 大原２－２４－２２　ＰＦビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-1442

タケダクリーニング代田橋店 世田谷区 大原２－２７－３４ サービス JS-0004-8379

Kuraku 世田谷区 大原２－３－１　カクシンビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8580

佐藤サイクル商会 世田谷区 池尻２－１６－１３　　 サービス ZN-2000-3367

リンドン 世田谷区 池尻３－１６－１　　 サービス ZN-0002-8575

VientoNailEyelashSal 世田谷区 池尻３－１９－１　ｉｏビル６Ｆ　 サービス ZN-0002-3158

ASSO 世田谷区 池尻３－１９－１　ｉｏビル８Ｆ サービス SL-2000-2341

hair make Kr：tek 世田谷区 池尻３－３－１１　１Ｆ サービス JS-0003-7305

メディスン和田 世田谷区 池尻４－３８－１３ サービス JS-0001-5424

JOY 動物病院 世田谷区 東玉川２－４１－１６ サービス JS-0002-1305

＆．Lotus 世田谷区 等々力２－１８－１２　　 サービス ZN-2000-0063

クリーニング等々力 世田谷区 等々力３－１０－９　１Ｆ サービス JS-0004-3120

シロヤクリーニング尾山台店 世田谷区 等々力４－１２－１４ サービス JS-0004-3121

ぷらす整骨院 尾山台院 世田谷区 等々力５－５－１３　アンクレー尾山台１Ｆ サービス JS-0004-1881

もみ～な尾山台店 世田谷区 等々力５－６－６　マークヒルズ等々力２Ｆ サービス JS-0004-4624

MAX クリーニング等々力店 世田谷区 等々力６－４０－１１ サービス JS-0004-9486

ペットサロンジェニ－ズ 1 世田谷区 南烏山３－１－１２　　 サービス PK-0000-0489

バイチャリ世田谷店 世田谷区 南烏山３－１８－８　芦花ハイツ１Ｆ　 サービス ZN-0002-6396

ヘアサロン ピギーバンク 世田谷区 南烏山４－１３－１　積田店舗１０２ サービス JS-0001-5982

NESTHAIR ＆ RELAX 千歳烏山店 世田谷区 南烏山４－１３－９　ヤマケイビル２Ｆ サービス JS-0003-8109

クリーニング 24 烏山店 世田谷区 南烏山５－１９－１５　ほていやビル１０１ サービス JS-0004-3115

シーズンズボタニカ千歳烏山店 世田谷区 南烏山５－２０－９　ハウスアムバンホフ１０２　 サービス ZN-0003-1063

Seasons 季の香千歳烏山店 世田谷区 南烏山５－２３－１６　アムール南烏山１Ｆ　 サービス ZN-0003-1070

アントリール千歳烏山店 世田谷区 南烏山５－２３－６　　 サービス ZN-0003-1059

クリーニングたんぽぽ南烏山店 世田谷区 南烏山５－２５－８　下山ビル１Ｆ サービス JS-0004-7735

AYLLU 世田谷区 南烏山５ー１３ー６　ミノリビル２Ｆ サービス SL-2000-7654

ブルームスベリー 世田谷区 南烏山６－２８－５　ミルフィーユワン１Ｆ サービス JS-0000-1016

HAIRAXCIS 世田谷区 南烏山６－２９－３　快晴館２０１　 サービス ZN-2000-0964

Rotonda 世田谷区 南烏山６－３３－３２－１０１ サービス JS-0001-5365

ルギャルデモア 世田谷区 南烏山６－３－９　８Ｆ サービス JS-0003-7051

クリーニングたんぽぽ千歳烏山店 世田谷区 南烏山６－４－１８　カルスハイツ１Ｆ サービス JS-0004-7691

iiHi 世田谷区 梅丘１－２０－１３　第六日向ビル１Ｆ サービス JS-0002-0178

MOJO 世田谷区 梅丘１－２２－１１　福井屋ビル１０２　 サービス ZN-0002-8603

ギャラリー来舎 梅猫庵 世田谷区 梅丘１－４４－１０ サービス JS-0002-6557

Thrush 世田谷区 梅丘１－８－４　 サービス SL-2000-7061

シロヤクリーニング千歳烏山店 世田谷区 粕谷４－２１－１３ サービス JS-0004-3114

MAHALO 世田谷区 八幡山３－３６－７ サービス JS-0004-7194

craska 世田谷区 尾山台３－１０－８　クラスカビル１Ｆ サービス JS-0003-0042

cocoro 世田谷区 尾山台３－１０－８　クラスカビル３Ｆ サービス JS-0003-0149

岡部理容館 世田谷区 尾山台３－２１－７　　 サービス PK-0000-2415

シエル 世田谷区 尾山台３－３３－１０　浜田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7675

hairshop Hana 世田谷区 北沢１－２０ー１９　コアナルセ１Ｆ サービス JS-0005-6008

MIN － NANO 世田谷区 北沢１－３１－３　ルナ池ノ上１０２　 サービス ZN-0002-6392

hairSuzu 世田谷区 北沢１－４４－１９　カモシダハウス１Ｆ　 サービス ZN-0002-7689
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［世田谷区（サービス）］

加盟店名 所在地 ジャンル

阿里郎リラクゼーション 下北沢店 世田谷区 北沢２－１０－１２　金子ビル２Ｆ サービス JS-0003-3570

HairlaboRUBY． 世田谷区 北沢２－１０－１５　マルシェ２Ｆ　 サービス ZN-0002-7680

プランクスター 世田谷区 北沢２－１３－１４　ヴェルス下北沢３Ｆ サービス JS-0000-7150

HAIR ＆ PRINK TANBAYA 世田谷区 北沢２－１４－１　ＯＴビル４Ｆ　 サービス ZN-0002-7679

アロマヒーリング下北沢店 世田谷区 北沢２－１４－１３　フタバビル３Ｆ サービス JS-0003-8731

COCOCHI 下北沢 世田谷区 北沢２－１４－１８　本間ビル４Ｆ サービス JS-0003-4992

BUENA VISTA 世田谷区 北沢２－１－７　ハウジング北沢ビル２－７Ｆ サービス JS-0001-6458

ビートルヘアー ビューティー 世田谷区 北沢２－１７－１０　滝沢ビル２Ｆ サービス JS-0001-5515

SETE 世田谷区 北沢２－２２－１２　レフアビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-5517

Lin’neTERRACE 世田谷区 北沢２－２４－５　シモキタフロント３０１　 サービス ZN-2000-7522

PARKSTREET 下北沢店 世田谷区 北沢２－２４－８　アレービル２０２　 サービス ZN-0002-8568

ネイルクイックオープティボヌール下北沢店 世田谷区 北沢２－２６－１８　アーバンプレイス下北沢２Ｆ サービス JS-0000-9228

gally 世田谷区 北沢２－２６－２１　エルフェアシティ下北沢２０２　 サービス ZN-0002-7666

洋服のお直しおやゆび姫下北沢店 世田谷区 北沢２－２７－８　バウハウス１０２　 サービス ZN-2000-6807

Codino 世田谷区 北沢２－２９－５　きくサイト２Ｆ　 サービス ZN-0002-7660

ROSSOSHIMOKITAZAWA 世田谷区 北沢２－２９－５　きくサイトビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-5155

リンネ 世田谷区 北沢２－３１－９　ニュービルト２Ｆ　 サービス ZN-2000-5327

Logosbylittle 世田谷区 北沢２－３３－１２　柳川ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-8570

brat 世田谷区 北沢２－３７－１７　　 サービス ZN-0002-7718

Second nature 世田谷区 北沢２－３７－３　下北沢振効舎ビル２Ｂ サービス JS-0000-3977

RICHE 世田谷区 北沢２－６－６　澤田ビル１Ｆ１０２　 サービス ZN-0002-7676

STUDIO 4H 世田谷区 北沢２－７－６　テクノプラザ下北沢１Ｆ サービス JS-0003-0767

Dr ストレッチ下北沢店 世田谷区 北沢２－９－１　大新ビル１Ｆ サービス JS-0004-6729

アリセーオ 世田谷区 北沢２－９－２１ サービス JS-0003-8568

PAMELAS 世田谷区 北沢２－９－２２　エイコービル２Ｆ サービス JS-0002-2362

リアルクローズ 世田谷区 北沢３－２１－１１　パングラン１Ｆ サービス JS-0005-7219

ヘアーファイヤークラッカー 世田谷区 北沢３－３０－３　 サービス SL-2000-1961

クリーニング WAKO 三軒茶屋店 世田谷区 野沢１－３５－１１　アクティ三軒茶屋Ｂ－１０５ サービス JS-0004-9691

アルコ動物病院 世田谷区 野沢２－５－２１　カーサ宇田川１Ｆ サービス JS-0000-1256

ティ・エヌ・ケイ 世田谷区 野沢４－１－１４ サービス JS-0002-1270

Chouette 世田谷区 用賀１－１３－１８ サービス JS-0005-5157

MUSICA 世田谷区 用賀２－１１－１０　ケヤキアパートメントＡ サービス JS-0000-7054

クリーニングショップ グッド C 世田谷区 用賀２－３４－１２ サービス JS-0005-3244

クリーニング 24 用賀東口店 世田谷区 用賀２－３８－７　カーサ白賀１０１ サービス JS-0004-3109

美容室てんとう虫 世田谷区 用賀２－４１－１６　　 サービス ZN-0002-8550

アジアス用賀店 世田谷区 用賀３－１３－１３　ＴＳビルＢ１Ｆ サービス JS-0003-2371

insence 用賀 世田谷区 用賀４－１１－１７　グリーンハウスＮＯ．６－２Ｆ　 サービス ZN-0002-8587

ステージ・オー用賀店 世田谷区 用賀４－１１－４　　 サービス ZN-0002-7656

MUGI・R 世田谷区 用賀４－１９－２　１Ｆ サービス JS-0004-3578

weaves ー SETAGAYA 世田谷区 用賀４－２９－３　１Ｆ サービス JS-0005-7107

Mauve 世田谷区 用賀４－５－７　ルビーノロトンダ１Ｃ１Ｄ　 サービス ZN-0002-8614


