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札幌ビューティーサロンアカデミー 003-0024 北海道札幌市白石区本郷通８南2-2 ガーデンハウス603 011-846-3357 bien@abeam.ocn.ne.jp https://hdc44.co.jp/

トータルバランス美容プロ育成アカデミー 064-0820 北海道札幌市中央区大通西24丁目1-10 アルファ円山ビル3階　Oasis Ankh 011-622-8828 info@ankh-jp.com http://www.ankh-jp.com/

TK0122 橋本 瑛莉香 北海道エステティックスクール 007-0809 北海道札幌市東区東苗穂九条2丁目16-27 011-791-5344 erhksaam@yahoo.co.jp https://hokkaido-esthetic-school.jimdofree.com/

TK0073 原口 美之 ヨークカルチャーセンター弘前 036-8002 青森県弘前市駅前3丁目2-1 イトーヨーカドー弘前店5階 0172-37-1061 hirosaki@culture.gr.jp https://www.culture.gr.jp/

TK0017 梶原 明美 隠れ家サロン アンシャンテ 981-0914 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-21 APPLEクラッセ雨宮ビル901 022-739-7935 enchante39@live.jp http://www.enchante39.com/

TK0027 瀬戸 真由美 石巻赤十字病院 986-8522 宮城県石巻市蛇田字西道下71番地 0225-21-7220（内線3769）socio.seto.mayumi@gmail.com

TK0117 鈴木 香代子 エステティック ルッカ 981-3341 宮城県富谷市成田2丁目4-13 022-209-4270 info@esthetic-rucca.com https://esthetic-rucca.com/

TK0030 谷 節子 美・クチュール アンティアージュ 125-0041 東京都葛飾区東金町 https://esthecouture-antiage.jimdofree.com/

TK0033 西井 智香 ヒーリングルーム・ソワン・デュ・コー 107-0052 東京都港区赤坂7-5-34 インペリアル赤坂421 090-3815-8786 healingroom.soins.du.coeur@gmail.com

TK0041 平地 孝子 ヒラチビュートレック 164-0001 東京都中野区中野 03-3383-2565 tabo2000918@docomo.ne.jp https://hirachibeautrec.jimdofree.com/

TK0043 堀口 麻里 Lifess school of Holistic Therapy 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-40-6 ZOOM自由が丘201 lifess0215@gmail.com https://marihoriguchi0503.wixsite.com/lifess

TK0062 小堀 梨花 Rings AJESTHE登録教室 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-1-26 藤和シティホームズ601 03-3220-5180 info@b-rings.com https://b-rings.com/

TK0073 原口 美之 エステ＆カレッジ トロピカ 120-0034 東京都足立区千住1-36-11 STハイツ201 03-6806-2065 dkharaguti@gmail.com https://www.toropica.info/

TK0074 日暮 香奈子 アキュボーテ東京 103-0027 東京都中央区日本橋2-10-3 エグゼトゥール日本橋8F 03-3527-9367 info@acu-beaute.tokyo https://acu-beaute.tokyo/

TK0112 金福 任 MIKADO. 132-0035 東京都江戸川区平井3-24-21 2F 03-5626-3699 kanefuku.co.ltd@live.jp https://www.salon-mikado.jp/

TK0113 鎌田 千華 ソワンドテージャス YC ビューティアカデミー 表参道校 151-0001 東京都渋谷区神宮前15-4 YC表参道第3ビル３F 03-6434-7084 soindtejas1996@gmail.com http://www.yc-salon.com/aoyama/

TK0127 中村 直美 Beauty Energy 108-0014 東京都港区芝 http://energy.bz/

TK0139 恒吉 美花 メンタルスキンケア Lab 154-0011 東京都世田谷区上馬 080-9525-5617 mskincarelab@gmail.com

TK0143 田村 聖子 Belle プライマリ・クール 104-0061 東京都中央区銀座4-3-2 銀座槁ビル7F 03-6228-7232 belle.miranda24@gmail.com https://milk19940519.jimdofree.com/

TK0150 池田 ヴルフ あゆみ 7 Beauty Academy 東京 110-0061 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル1F・3F 03-5812-3488 ikeda-a1110@worldjp.jp

足立ひろみビューティースクール 248-0007 神奈川県鎌倉市大町1丁目7-102 090-8336-1652 hiromi.nagisa@gmail.com

足立ひろみビューティースクール 253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-1-57-2F 090-8336-1652 hiromi.nagisa@gmail.com

TK0077 矢吹 智子 シャンティビューティアカデミー 213-0005 神奈川県川崎市高津区北見方 044-814-4804 momotomoko@apost.plala.or.jp https://shantimimi.amebaownd.com/

TK0047 夜久 留美子

TK0097 夜久 優美

TK0080 新井 美わ子 Salom de ミワ 361-0015 埼玉県行田市関根458 090-3667-8152 miwako-corporation@ezweb.ne.jp http://salon-de-miwa.com/

TK0081 淡路 二志子 有限会社 FAWクリエイト 277-0863 千葉県柏市豊四季380-15 04-7106-2886 fawcreate@faw.co.jp http://faw.co.jp/

TK0140 小宮山 圭 パーソナルスキンケア Lisse 399-0039 長野県松本市小屋北2-15-3 090-1122-0363 kei@lissepsc.jp http://lissepsc.jp/

TK0084 笠原 道代 KWOOD beauty スクール AJESTHE登録教室 953-0104 新潟県新潟市西蒲区 ゆもとや SPA椿美人 内 090-8027-2112 tsubakibijin.y@gmail.com http://www.kwood-cosme.com/

TK0091 髙波 優美子 エステティック優美 959-1204 新潟県燕市長所4469 0256-62-4588

TK0135 久保 美穂 久保エステティックアカデミー 405-0003 山梨県山梨市下井尻191-2 0553-22-6331

TK0141 佐藤 葉子 MA BELLE 422-8077 静岡県静岡市駿河区大和2-5-33 054-284-0259 tagu122000@yahoo.co.jp https://mabelleshizuoka.com/

TK0054 市来 有希 ビアンカネーヴェ エステティックスクール 477-0031 愛知県東海市大田町 ignite.ichiki@gmail.com

TK0056 今泉 智子

TK0066 髙野 明子

TK0070 野々山 しのぶ アーチエンジェル 494-0003 愛知県一宮市三条字屋敷549番地 0586-61-8585 info@salon-archangel.com https://www.salon-archangel.com/

TK0082 石坂 直美 エステティック Blancheur 470-0346 愛知県豊田市乙部ケ丘4-8-1 080-5125-5413 blanche@hm9.aitai.ne.jp https://www.e-blancheur.com/

TK0065 坂井 眞由美 Miss Moonstone 美肌塾 929-0332 石川県河北郡津幡町中須加ろ25-4 076-289-6470 hrmoonstone4196@gmail.com https://hrmoonstone.jp/

TK0067 谷猪 将美 漢方セラピー＆コスメ 島田薬局 920-0346 石川県金沢市藤江南3-168-12 090-3291-9099 muchami033@docomo.ne.jp https://kanpou-shimada.com/

TK0149 安嶋 有希子 あんじゅ beauty therapy school 920-0831 石川県金沢市東山2丁目6番25号 anjyu2625@icloud.com https://anjyu.business.site/

TK0018 片山 真弓 ビーナス エステティック アカデミー 939-1732 富山県南砺市荒木5333-13 0763-52-7858 academy@venus5.com http://www.venus5.com/

TK0049 山本 眞弓 ビューティエキスパートスクール サンセリテ 910-0122 福井県福井市石盛町325 0776-56-8667 esthe.on.sincerite@cotton.ocn.ne.jp http://www.esthe-on-sincerite.com/

TK0075 福井 雅香 プレミアムサロン パリシェ＆MBS school miyavi 518-0624 三重県名張市桔梗が丘４番町4-44 090-2182-6259 pariche.fukui@gmail.com

TK0132 尾﨑 美香 Colors Beauty 登録教室 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-3-7 ENT長堀ビル4F 06-6777-6205 info@colors-beauty.com https://www.colors-beauty.co.jp/

TK0145 松本 亜希 Estheticschool&Sharesalon Twinkle PANDA 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新5-19-8 サンマノワール503 090-4303-7884 info@twinklepanda.com https://twinklepanda.com/

TK0144 中野 真澄 GBL College 604-8114 京都府京都市中京区甲屋町385-702 075-255-0267 masumi.gbl@gmail.com http://www.apaiser-ads.com/

TK0120 永谷 朋子 セラピーガーデン TRUTH 630-8226 奈良県奈良市小西町9番地 川村ビル4階 0742-24-8050 truth@jb3.so-net.ne.jp http://este-truth.com/

TK0129 今津 智代 オーガニックエステティックサロン トワロ 630-8115 奈良県奈良市大宮町6丁目1-11 新大宮第2ビル4F 0742-35-5315 towalojimu@gmail.com https://www.towalo.jp/

TK0115 小杉 佳寿 Esthetic Laugh 640-8341 和歌山県和歌山市黒田102-3 アリスト1F http://esthetic-laugh.com/

エステティックサロン ブリッジ 670-0954 兵庫県姫路市栗山町106-1 ロイヤル栗山2番館504 090-1956-8588 marcochan213@gmail.com http://www.bridge-esthe.com/

エステティックサロン ブリッジ 675-0035 兵庫県加古川市加古川町友沢62-2 090-1956-8588 marcochan213@gmail.com http://www.bridge-esthe.com/

TK0106 板野 厚美 スタジオ ビューティフル 669-3152 兵庫県丹波市山南町北和田1061 0795-76-0650 atsumi-naris@ezweb.ne.jp

kirei@rubyz.jp https://rubyz.jp/セラピューティストアカデミー RUBYZ 277-0014 千葉県柏市東2-3-9 04-7167-0302

クリート エステティックスクール 458-0022 愛知県名古屋市緑区小坂2-206 052-877-9010 crete@co.email.ne.jp

TK0058 笠原 優子

TK0011 足立 ひろみ

TK0103 生田 まゆみ
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TK0128 青木 め久味 ナリス化粧品 西森販売所 673-0413 兵庫県三木市大塚2-298-12 0794-82-7102 naris_lovestudio@yahoo.co.jp https://naris-lovestudio.shopinfo.jp/

TK0029 高橋 彩 GRACIA エステティックサロン 690-0823 島根県松江市西川津町4271 ヴィーナスガーデン202号 0852-33-7213 gracia337213@gmail.com https://www.gracia-esthe.com/

TK0134 串崎 舞 &.cuore 697-0063 島根県浜田市長浜町2025 0855-24-7110 aestheticsalon.mai@gmail.com http://encuore.com/

TK0014 石田 智富枝

TK0089 佐藤 千草

フルール ボーテ 730-0043 広島県広島市中区富士見町7-11 セントローレンス101 090-2291-6362 http://www.salon-camellia.jp/

フルール ボーテ 738-0004 広島県廿日市市桜尾2-7-25 090-2291-6362 camellia@bi.wakwak.com http://www.salon-camellia.jp/

TK0052 吉本 智美 ホリスケアアカデミー 730-0051 広島県広島市中区大手町3-1-7-3F 082-545-2402 info@holiscare.or.jp https://academy.holiscare.or.jp/

TK0061 桑田 圭子 エステティックサロン プラネット 730-0041 広島県広島市中区小町2-28 小町ハイツ601 082-542-1707 planet.m@hi.enjoy.ne.jp http://www.esthetique-planet.com/

TK0093 寺尾 蘭子 ルトゥールエステエィックスクール 721-0955 広島県福山市新涯町6-16-38 090-1682-2782 retour@love.nifty.jp http://esthe-retour.com/

TK0118 立花 里奈 Cota Spa/Esthetic School 730-0011 広島県広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル10階 082-211-2334 info@ginza-yonekura-hiroshima.com http://ginza-yonekura-hiroshima.com/

TK0133 川西 ひとみ Esthetic Claire 722-0215 広島県尾道市美ノ郷町三成2912 0848-29-8606 info@salon-claire.com http://salon-claire.com/

TK0071 橋詰 静代 サロンドエステ Zume 761-4145 香川県小豆郡土庄町大部甲1944 090-7143-9199 lovelly-zume@docmo.ne.jp

TK0078 吉川 育美 AJESTHE登録教室 マキシム 761-0313 香川県高松市下田井町550-4 0120-023-469 makishimu.yoshikawa@gmail.com

TK0012 阿部 和美 AJESTHE登録教室 高知 780-8077 高知県高知市朝倉西町2丁目16-12-702 088-844-1807 akann.702.h.d@ever.ocn.ne.jp

TK0099 石原 裕美 ヴァンサンカンアカデミー 790-0002 愛媛県松山市二番町4-2-18 089-934-0025 salon@vansankan.co.jp http://www.vansankan.co.jp/

TK0068 中野 麻里絵 pas a pas Marie スクール 815-0033 福岡県福岡市南区大橋1-4-29 センターコート大橋１F 092-562-3206 contact@pasapasmarie.jp http://www.pasapasmarie.jp/

TK0083 岩橋 香苗 MBCコンディショニングスクール 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-5-18 クリスタルリゾートタワー301 092-600-1610 info@mbc-condition.com http://mbc-condition.com/

TK0086 倉持 ゆき子 Beautygenes 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉2-1-35 アプリーレ今泉503 090-7478-5151 salon@beautygenes.com https://beautygenes.com/

AXIA福岡天神赤坂店 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14-35 赤坂門アイビル3F　アイビルクリニック内 092-710-4668 info@axia.fukuoka.jp https://www.axia-tenjin.com/

AXIA博多駅前店 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-5 博多大島ビル801 092-710-4668 info@axia.fukuoka.jp http://axia.fukuoka.jp/

TK0131 上村 美穂 La douceur 802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町2-5-8 ラフィナーレアースコート魚町1103 090-7476-1596 douceur_1103@yahoo.co.jp https://douceur1103.storeinfo.jp/

TK0136 政木 恵美 株式会社アシュラン テルマアル 816-8530 福岡県大野城市大字上大利5-21-1 092-596-7539 https://www.grandempirehotel.jp/facilities.html

TK0151 井手 玲子 REIエステティックスクール 815-0041 福岡県福岡市南区野間1丁目13番1号 グレイスビル401 092-512-8508 reiko.112.naru@gmail.com

TK0152 河口 愛 COCO NATURAL 802-0983 福岡県北九州市小倉南区志徳2丁目6-55-A201メゾンモンブラン参番館 093-961-3123 ai@coco-natural.net http://www.coco-natural.net/

TK0090 副島 祐子 サロン Soejima 843-0024 佐賀県武雄市武雄町富岡7724-1 副島整形外科クリニック エステ室 0954-22-2156 hanawaraf8@i.softbank.jp http://hanawarafu.soejimaseikei.or.jp/

TK0108 出口 優子 SALON PRIER 843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄5617-1 コーポみふね101 0954-20-1317 prier@able.ocn.ne.jp http://www.salonprier.com/

TK0111 小田 知子 サロン・ド・ボーテ彩 AJESTHE登録教室 874-0847 大分県別府市馬場4組4 0977-24-5686 to.5856oda@outlook.jp https://to5686oda.wixsite.com/mysite

TK0137 松本 佳奈 Anna Perenna Esthetique 870-0315 大分県大分市佐野4028 090-6891-1117 esthetique0913@icloud.com

TK0094 日髙 淳子 ジュンクオーレ エステティックスクール 880-0052 宮崎県宮崎市丸山1丁目199番地 0985-27-4738 hidaka@juncuore.com https://juncuore.com/

TK0104 池田 幸枝 ビューティスタジオ マレア 892-0831 鹿児島県鹿児島市船津町3-9 5F 099-224-5005 tierra.marea@gmail.com

TK0073 原口 美之 emika 自然美肌所 中国 貴州省貴陽市硯山湖区云上方舟4F-01-1 86-851-88645607 zkj0713@gmail.com

TK0084 笠原 道代 日本リッツ美容整骨学校 AJESTHE登録教室 中国 上海市静安区南京西路993号17階 86-021-62187097

TK0150 池田 ヴルフ あゆみ 7 Beauty Academy Guangzhou 広州 中国 広東省広州市白雲区遠景路167 Wanda SQ　C6-315・316 86-020-366855657 https://www.7beauty.cn/

otayori@bonnenuit-esthe.com https://bonnenuit-esthe.com/ボンニュイ 720-0831 広島県福山市草戸町3丁目6-17-4 084-924-3844

TK0023 坂下 美貴

TK0123 濵地 洋祐


