
大阪府 

美容科 ヘアデザイン専攻 abije 

absolute 

Apa Kabar 

artefice 

AVANCE 

BEAUTRIUM 

C･s HAIR 

CARE 

CHELSEA 梅田 

Defi ﾃﾞｨﾌｨ 

EAunotienda 株式会社 

F.O.F・Ｆniio 

Fier 

FLOW CLOUD 

Hair creat MANO 

hair design sCene 

hair La Vie 

Hair Make Frei 

HAIR OCEAN 

Hair＆Make Lee 

Hair&Make Sanctuar 

HIKARIS hair 

igrek 

igrek 

KAINO 

K-com 

K-two 

Lego Hair 

LESS  IS  MORE 

LIM hair 

lot 

MODE K'S 

NATTY 

nitens 

NOA 

ＲＯＣＫ ＷＯＲＫ ＯＲＡＮＧＥ 

Russo 

Ｓｎｉｐ 



trico 

WiLL 

ｱﾄﾘｴ MIHO 

アンビアンス 

ｻｲﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾞ 

ショウイ心斎橋 

ﾌﾞﾚｽ美容室 

ﾍｱ&ﾒｲｸ ZESTS 

ヘアースタジオ松本 

ﾍｱｰﾌﾞﾚｽﾅｼｮﾅﾙ La Bless 

ﾍｱｰﾒｲｸ ｼｬﾜｰ 

ﾍｱｸﾘｴｲﾄ BRAS 

ﾍｱｽﾍﾟｰｽﾌﾞﾙｰﾑ 

ﾓｰﾗｰ美容室 

株式会社 GAPP 

株式会社 LUXU 

株式会社Ｎico Design Office 

株式会社ウノプリール 

株式会社ｽﾘｨｲﾝﾌｨﾆﾃｨｰ 

㈱リトルバンブー 

㈱美容室キャッチ・アイ 

田谷 関西支社 

美容室ﾎﾞﾝ 

有限会社セサンク 

メイク専攻 AR-C-HE 

AVANCE 

Capperi Bella 

CURACION･REBECCA 

F.O.F・Ｆniio 

felisita hair-design 

green 

K-two 

MODE K'S 

Noel hair  

N's  

quiora 

RUCCA 

tiravento 

trico 



WiLL 

ｱﾄﾘｴ SILK 美容室 

ｱﾝ 

ﾋﾟｱｽ  

ﾍｱﾒｲｸ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 

株式会社 PRIMAGIE 

資生堂美容室 17 番街店 

ネイル専攻 MASHU 

ﾙｲ･ﾗ･ｸﾗﾌﾞ 

美容室ﾎﾞﾝ 

ブライダルスタイリスト専攻 Apa Kabar 

emma 

NOA 

riff design labo 

Ｓｎｉｐ 

アンビアンス 

ﾍｱｽﾍﾟｰｽﾌﾞﾙｰﾑ 

ﾓｰﾗｰ美容室 

㈱リトルバンブー 

資生堂美容室 17 番街店 

坪内美容院 

美容室 charm／MARCH 

美容室ﾎﾞﾝ 

エステティック専攻 Ce Lapierre 

H2O 

ｴｽﾃ･ﾀｲﾑ 

ﾄｰﾀﾙｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ ﾃﾞﾌｨー 

ﾆｭｰｱｰﾄﾗﾊﾟﾙﾚ 

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｿﾜﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ ｸﾘﾆｯｸｳﾞｪﾙﾁｪ 

株式会社ビューティミッション 

毛穴専門＆カラーセラピーRegolith 

エッセンシャルクラス igrek 

株式会社フラブ 

美容室 Cherie un 

理容科 ヘアデザイン専攻 Girl&BOY ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

ｴﾑｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ 

ピーグル 

ブライダルシェービング・エステ専攻 boss group-salons 

Jack 



ｶｯﾄﾊｳｽ ﾃｲﾈｲ館 

ﾃﾚｯｸ 株式会社 

有限会社ケイフリー 

 

 

  



東京都 

美容科 ヘアデザイン専攻 A'Group 

Agu Hair space 

BEAUTRIUM/Aks 

gokanOMOTESANDO 

LIPPS 

Neolive 

NOV 自由ヶ丘 

PARADISO la plus 

PEEK-A-BOO 美容室 

SHIFT（N） 

SHIMA 

THE REMMY 

TONI&GUY 

アトリエ MAI 

ｴｱｰｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

ｵﾌﾞﾍｱｰ表参道 

ｸﾞﾗﾝﾚｰﾌﾞ 

ﾓﾘｵ ﾌﾛﾑ ﾛﾝﾄﾞﾝ 

株式会社 ROMA GROUP 

株式会社 Sui 

㈱ｱｰｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

メイク専攻 FEERIE 

GARDEN 

PERCUT MEN'S HAIR 

アデランス 

株式会社ﾋﾞｽｹｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ネイル専攻 SHIFT（N） 

ブライダルスタイリスト専攻 sofs 

遠藤波津子美容室 

株式会社アクア・グラツィエ 

エステティック専攻 EBM 

ｽﾘﾑﾋﾞｭｰﾃｨﾊｳｽ 

株式会社ｷﾚｲｻﾛｰﾈ 

エッセンシャルクラス LIPPS 

理容科 ヘアデザイン専攻 KEEN creative hair 

KINOSHITA GAIEN EAST STREET 

東京ﾎﾞｳｽﾞ 

髪ファッション四季 



ブライダルシェービング・エステ専

攻 

リヴォーン株式会社 

株式会社 HIRO GINZA 

エステ 国際ｴｽﾃﾃｨｯｸｺｰｽ 山野愛子どろんこ美容株式会社 

 



 

兵庫県 

美容科 ヘアデザイン専攻 couffure ＥＭＩＫＡ 

ELLY LONDON 

hair art PALIO 

PRIMA 

ｸﾗﾌﾄ･ﾜｰｸｽ 

ﾄｳﾙﾅｿﾙ 

ﾌｼﾞ美容室 

ヘアーメイク ラ☆ミューゼ 

株式会社 SERO 

株式会社コマキ 

メイク専攻 ALLES 

GOLD 

Rinata 

TICK-TOCK 

株式会社コマキ 

飛行船美容室 

ブライダルスタイリスト専攻 ﾁｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

ﾏﾛﾝ美容室 

みどり美粧院 

エステティック専攻 ecia 

理容科 ヘアデザイン専攻 enak mars hair 

ﾍｱﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ﾔﾏﾓﾄ 

㈲デスパッチヘアー 

ブライダルシェービング・エステ専

攻 BUZZ HAIR 

 



 

奈良県 

美容科 ヘアデザイン専攻 cream 

ＯＢＪＥ ＧＲＯＵＰ 

ｽｰﾊﾟｰｶｯﾄ 

ブライダルスタイリスト専攻 ｱﾄﾘｴｽﾃﾃﾞｨ 

ウエルズワークス 

ﾍｱｰﾒｲｸ ﾊﾋﾟﾈｽ 

理容科 ヘアデザイン専攻 and MAN GROOMING JAPAN 

 



 

京都府 

美容科 ヘアデザイン専攻 Jour/SUNROAD 

Motoka Company 

NOISM 

YAYOI~BRAINS 

ｶﾄﾞﾘｴｲﾘｽ 

ﾋﾞ･ﾌｧｲﾝ 

メイク専攻 ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾊﾟｰﾗｰ ﾕﾆ 

 



 

その他 

美容科 ヘアデザイン専攻 Ash 神奈川県 

The order 愛知県 

ｻﾑｿﾝ 岐阜県 

ｽｰﾊﾟｰｶｯﾄ 千葉県 

株式会社ｳﾞｨｽ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鳥取県 

美容室 Mio” 滋賀県 

有限会社美容室ﾐｽｴｯｾﾝｽ 愛知県 

メイク専攻 Infinity96 和歌山県 

株式会社 ｱｯｼｭ 神奈川県 

ブライダルスタイリスト専攻 株式会社ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ 熊本県 

エッセンシャルクラス CMA mash 株式会社 福岡県 

理容科 ヘアデザイン専攻 CUT CLUB ACE 沖縄県 

Smile hair 浦和店 埼玉県 

 


