ケア理容師養成研修修了者
No

氏名

勤務先店舗

住所

電話番号

1 山尾 由美

ワタナベ理容店

新潟県豊栄市下大谷内96番地

025－259－2051

2 加藤 宥子

ヘアースタジオDANN

新潟県北蒲原郡笹神村大字棲船渡77

0250－62－7892

3 渡辺 和久

わたなべ ケア理容店

新潟県上越市上名柄424

025－520－2136

4 滝沢 真紀夫 滝沢理容店

新潟県中頚城郡柿崎町直海浜1792－11

025－536－9182

5 笹川 文枝

カットハウス・ササガワ

新潟県西頸城郡名立町大字名立大町167－1

025－537－2444

6 猪又 勝

理容山水

新潟県西頸城郡青海町大字青海1125－2

0255－62－2372

7 白石 恭子

糸魚川総合病院内 理容室 新潟県糸魚川市竹ケ花457－1

0255－53－1060

8 菅家 恵子

せきがわとこや

新潟県中蒲原郡村松町甲1694

0250－58－7577

新潟県新発田市本町2－3－19

0254－24－1726

新潟県新発田市吉塚町2－8－5

0254－26－2845

11 佐藤 眞知子 理容 サトウ

新潟県新潟市日の出1－1－7

025－244－2857

12 山崎 道

新潟県長岡市住吉1－14－20

0258－32－7430

13 小越 キミイ 理容 オコシ

新潟県三島郡寺泊町竹森467－3

0256－98－3040

14 小林 富子

理容サロンこぼやし

新潟県新潟市文京町25－45

025－266－8108

15 笠原 義江

笠原理容室

新潟県長岡市寿1－1－64

0258－24－4335

16 森山 順子

ヘアーサロンモリヤマ

新潟県新津市田家1－1－38

0250－22－1870

17 笹川 良裕

理容 ササガワ

新潟県白根市魚町4－4

025－372－2746

18 近藤 俊二

ヘアーサロン コンドゥ

新潟県村上市緑町4－1－18

0254－53－3263

19 渡辺 美枝子 理容 わたなべ

新潟県新潟市関屋大川前2－10－6

025－266－2301

20 田中 あや子 へアーサロンTanaka

新潟県燕市中央通り2－3358

0256－62－5710

21 星野 はつえ 星野理容所

新潟県上越市稲田3－3－9

025－524－4878

22 村山 忠男

新潟県東頸城郡松之山町湯本45

025－596－2428

23 目黒 江里子 BarBer馬場

新潟県五泉市本町3－3－14

0250－42－3435

24 小川 雄一

ヘアーサロンおがわ

新潟県新潟市濁川1160

025－259－2694

25 外山 春子

T’sHalrTOYAMA

新潟県燕市灰方573－8

0256－62－3874

26 小川 光晴

ヘアーサロン小川

新潟県西蒲原郡巻町巻甲3867－3

0526－72－2017

27 古沢 茂

ヘアーサロンしげる

新潟県西蒲原郡分水町－ノ山1－62

0256－97－1368

28 竹内 テル子 ヘアーサロン ダンディ

新潟県上越市春日新田2－11－14

025－543－0559

29 吉野 美津子 理容 よしの

新潟県東頸城郡大島村大平2340－1

025－594－3231

30 富田 美智子 ヘアーサロン満足

新潟県西頸城郡能生町能生6960－1

0255－66－2208

31 池田 均

ヘアーサロンイケダ

新潟県三島郡与板町与板189

0258－72－2609

32 土屋 健二

理容室つちや

新潟県三条市曲渕3－24－48

0256－34－8095

33 高橋 雅人

ヘアーサロン タカハシ

新潟県見附市新町2－3－9

0258－62－3597

34 米持 律子

米持理容所

新潟県白根市大字新飯田2720－7

025－374－2922

35 坂田 幸子

坂田理容店

新潟県上越市大町2－1－1

025－524－5249

36 嶋田 正哉

いかリ理容

新潟県糸魚川市大字田梅5096

025－562－3765

37 田井 和子

ヘアーサロンタイ

新潟県長岡市亀崎町703

0258－44－7006

38 佐藤 金弥

ヘアーカット310

新潟県長岡市来迎寺1951－2

0258－92－2443

39 高木 雅之

理容 夕カキ

新潟県長岡市深沢町175

0258－46－3526

40 小林 靖子

カットショップ DO－ONE

新潟県長岡市幸町1－8－2

0258－36－8737
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9 田巻 ミイ子 たまき理容所
10 岩村 朋子

理髪館イワムラ
ヘアーメイク ヤマザキ

大阪屋理容室

ケア理容師養成研修修了者
No

氏名

勤務先店舗

住所

電話番号

41 日山 成子

理容ヨシキ

新潟県長岡市川崎3－2433－5

0258－33－6695

42 村山 一美

村山理容院

新潟県十日町市土市二区

0257－58－2173

43 明間 由美子 明間理容所

新潟県新津市新金沢町28－4

0250－22－2197

44 星野 貞子

力ールTOKOYA

新潟県新発田市御幸町2－13－6

0254－24－82日

45 菊地 美紀

キクチヘアーサロン

新潟県新発田市五十公野5176－1

0254－26－0349

46 菊地 文子

キクチヘアーサロン

新潟県新発田市五十公野5176－1

0254－26－0349

47 松井 忠彦

ヘアーサロンマツイ

新潟県上越市東本町3－7－19

025－524－6235

48 松井 香代子 ヘアーサロンマツイ

新潟県上越市東本町3－7－19

025－524－6235

49 長谷川 シズ BarBer HASEGAWA

新潟県上越市春日新田2－11－10

025－543－4418

50 斎藤 明美

ヘアーサロン 斎藤

新潟県中蒲原郡村松町甲1786

0250－58－7382

51 大竹 初美

ヘアーサロン 大竹

新潟県白根市鯵潟1－15－25

025－372－4325

52 縄 喜志子

理容室 ナワ

新潟県中頸城郡大潟町潟町152

025－534－2443

53 平松 卓朗

ハーバーショップ ヒラマツ

新潟県新潟市株川岸通1－2295－8

025－223－3656

54 大巻 礼子

オオマキ理容所

新潟県上越市安江2－28－6

025－543－7656

55 安藤 貴司

（有）安藤理容館

新潟県長岡市東坂之上町2－3－3

0258－32－4596

56 馬場 泉

理容 馬場

新潟県五泉市本町3－3－14

0250－42－3435

57 井口 富貴子 ヘアーサロン・いぐち

新潟県小千谷市東栄2－3－5

0258－82－5342

58 池田 恵

新潟県西蒲原郡吉田町下粟生津1165

0256－93－2184

59 上田 サトル esHalr

新潟県南蒲原郡中之島町中之島267－1

0258－66－5610

60 小林 礼子

ヘアスタジオコバヤシ

新潟県新潟市姥ケ山1－2－13

025－286－3228

61 小山 キヨミ

理容 コヤマ

新潟県新潟市向陽1－13－22

025－275－6626

62 乙山 陽子

ヘアーサロン おとやま

新潟県西蒲原郡西川町学校町324－5

0256－88－2529

63 達紙 勇一

理容 たつがみ

新潟県西頸城郡青海町大字寺地302

0255－62－2624

64 達紙 亜由美 理容 たつがみ

新潟県糸魚川市大町1－1－34

0255－62－2624

65 直井 政和

床屋 なおい

新潟県十日町市本町1－403

0257－52－3401

66 阿部 律子

髪サロンあべ

新潟県三条市井栗丙109－2

0256－38－8608

67 大竹 英子

大竹理容所

新潟県加茂市穀町8－31

0256－52－1357

68 本間 和子

理容 本間

新潟県北蒲原郡加治川村上今泉甲112

0254－22－5035

69 田島 優子

理髪館ザ・トモロー

新潟県新潟市小針6－19－10

025－231－5100

70 石橋 都亜子 カットスペースいしばし

新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦1176－1

0256－94－2206

71 鈴木 工ミ子 ヘアーサロン すずき

新潟県新井市諏訪町1－166－1

0255－72－6336

72 小林 利恵子 理容 小林

新潟県新発田市豊町4－4－19

0254－23－3371

73 渡辺 孝子

ヘアーサロン日本橋

新潟県新潟市浜浦町1－118

025－266－3392

74 高橋 秀英

EVAH米山店

新潟県新潟市米山1－11－15

025－241－7780

75 皆川 ひとみ 理容みながわ

新潟県新潟市秋葉2－5

025－274－3024

76 駒澤 ひろこ カットハウスミヨシ

新潟県新潟市寺山1－1－33

025－273－9649

77 斎藤 千代美 ヘアーサロンさいとう

新潟県新潟市北区つくし野1－22－20

025－259－8758

78 熊田 しずい 理容クマダ

新潟県新潟市長者町16－23

025－273－4833

79 熊田 仁美

理容クマダ

新潟県新潟市長者町16－23

025－273－4833

80 松田 芳江

（有）masa

新潟県新潟市中央区小張木1－14－3

025－284－6059
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理容室 ノブオ

ケア理容師養成研修修了者
No

氏名

勤務先店舗
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81 青柳 テル

カットスタジオ サニー

新潟県新潟市中央区女池7－11－15

025－284－2914

82 早川 英男

EVAH弁天橋通店

新潟県新潟市中央区弁天橋通1－7－6

025－286－1503

83 山口 恵子

理容山口

新潟県新潟市山口新田12

0256－86－2562

84 池田 功

池田理髪店

新潟県燕市下諏訪6－13

0256－98－3062

85 星野 道孝

カットの店 しゃぼん

新潟県燕市吉田寿町3－4

0256－92－4674

86 内藤 洋介

ヘアーサロンナイトー

新潟県佐渡市相川1－42

0259－74－2511

87 横田 裕弘

理容ヨコタ

新潟県妙高市中町6－12

0255－72－2604

88 筆谷 裕子

フデヤ理容所

新潟県上越市中央1－6－13

025－543－4448

89 俵木 眞子

理容タワラギ

新潟県上越市頚城地区上増田79－8

025－530－2641

90 山井 久江

理容やまい

新潟県長岡市金房2－7－28

0258－34－0193

91 渡辺 充伸

髪床 らいと

新潟県長岡市福住2－1－25

0258－33－6202

92 大橋 次男

理容おおはし

新潟県長岡市塚野山804

0258－94－2238

93 大橋 香菜子 理容おおはし

新潟県長岡市塚野山804

0258－94－2239

94 渡辺 博美

髪床 らいと

新潟県長岡市福住2－1－25

0258－33－6202

95 渡辺 明美

理容ワタナベ

新潟県南魚沼市塩沢町塩沢1227－5

025－782－3639

96 内藤 博

理容 内藤

新潟県長岡市脇野町1520－5

0258－42－2907

97 松井千代子

まつい理容所

新潟県長岡市寺泊港町7319－2

0258－75－4828

98 横野 諄子

理容ジュン

新潟県新潟市西町2－3－24

025－382－3467

99 木村 仁巳

木村清理容院

新潟県五泉市本町3－2－3

0250－42－3243

100 吉野 真規

吉野理容所

新潟県五泉市赤羽454－4

0250－43－1641

101 森田 和恵

ヘアーサロンモリタ

新潟県新潟市秋葉区小須戸69

0250－38－3022

102 吉田 尚恵

カットハウスくまくら

新潟県新潟市秋葉区小須戸3658

0250－38－3342

103 野澤 麻美

理容のざわ

新潟県新潟市白根2886

025－372－3892

104 神田 洋子

カンダ理容室

新潟県新発田市住吉町5－6－3

0254－22－7003

105 岩村 新治

理容館イワムラ

新潟県新発田市富塚町2－8－5

0254－26－2845

106 青山 弘也

ヘアーサロンアオヤマ

新潟県阿賀野市駒林1365

0250－67－3334

107 志田 正彦

ヘアーサロン志田

新潟県阿賀野市下条町13－18

0250－62－3091

108 源川 幸夫

理容ミナガワ

新潟県見附市本所1－12－29

0258－62－6616

109 岩淵 佳子

Hair salonいわぶち

新潟県新発田市大手町2－4－6

0254－24－5271
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ケア理容師養成研修者終了者
申込者

店

110 池 島 健 二

名

所

電

話

新潟県新潟市中央区信濃町12-29

025-266-7344

111 渡 辺 紀 子 ひまわり理容所

新潟県新潟市西区山田2681-3

025-379-2572

112 阿 部 昭 子 ひまわり理容所

新潟県新潟市西区山田2681-3

025-379-2572

113 江 端 久 美 子 ひまわり理容所

新潟県新潟市西区山田2681-3

025-379-2572

114 松 澤 建 一 松澤理髪館

新潟県佐渡市赤泊56

0259-87-2056

115 遠 藤 と み 子 佐野理容所

新潟県佐渡市河原田本町118

0259-52-2268

116 長 れ い 子 佐野理容所

新潟県佐渡市河原田本町118

0259-52-2268

117 佐 々 木 喜 美 子 理容佐喜

新潟県佐渡市八幡2213-5

0259-57-3650

118 中 川 ま ゆ み 理容梅の木

新潟県佐渡市畑野甲281

0259-66-2163

119 前 島 邦 子 ﾍｱｰｻﾛﾝまえしま

新潟県上越市浦川原区虫川278-5

0255-99-3420

120 西 山 ひ ろ 子 萩原理容所

新潟県上越市大潟区高橋新田129-3

025-534-5377

121 武 藤 良 子 ﾍｱｰｻﾛﾝｼｻﾞｰ

新潟県糸魚川市大字能生1852-1

025-566-4897

122 小

新潟県糸魚川市大字越74-3

025-559-2511

123 倉 若 た ゑ 子 蒲原理美容院

新潟県糸魚川市大町1-4-23

025-552-0578

124 白

新潟県糸魚川市寺町4-4-14

025-552-3400

125 神 林 真 里 子 ﾍｱｰｻﾛﾝﾔﾝｸﾞ

新潟県長岡市来迎寺3712

0258-92-2259

126 山 崎 砂 登 子 ﾍｱｰｻﾛﾝﾔﾝｸﾞ

新潟県長岡市来迎寺3712

0258-92-2259

127 石 田 美 穂 あだちﾍｱｰｽﾍﾟｰｽ

新潟県長岡市山田3-3-6

0258-33-3589

128 桜 井 美 加 子 あだちﾍｱｰｽﾍﾟｰｽ

新潟県長岡市山田3-3-6

0258-33-3589

129 浅 野 あ や め 笠原理容室

新潟県長岡市寿１丁目1-64

0258-24-4335

130 広 橋 静 子 笠原理容室

新潟県長岡市寿１丁目1-64

0258-24-4335

131 内 藤 惠 子 ｺﾌｼﾞﾔ理容室

新潟県長岡市渡里町4-8

0258-33-1451

132 市 村 節 子 ﾍｱｰｻﾛﾝ市村

新潟県長岡市新町3-3-56

0258-33-1731

133 石 井 純 子 ﾍｱｰｻﾛﾝｲｼｲ

新潟県長岡市宮原3-12-10

0258-36-0970

134 羽 田 野 晴 美 理容ｾﾝｽ

新潟県長岡市新保2-28-21

0258-25-2030

135 星 恵 美 子 ｽﾀｰﾍｱ＆ｽﾊﾟ

新潟県魚沼市井口新田165-12

025-792-1563

池
石

ﾍｱｰｻﾛﾝｲｹｼﾞﾏ

住

厚 ﾍｱｰｻﾛﾝｺｲｹ
智 理容シライシ

136 高 橋 洋 子 ﾌｱﾐﾘｰｶｯﾄｻﾛﾝﾀｶﾊｼ 新潟県三島郡出雲崎町川西1038-1

0258-78-4438

137 松 永 隷 子 松永理容所

新潟県見附市柳橋町580

0258-66-4333

138 田 崎 秀 一 ﾍｱｰｼｮｯﾌﾟﾀｻｷ

新潟県見附市新潟町2885-3

0258-62-5728

139 武 田 英 也 ﾍｱｰｻﾛﾝモリヤマ

新潟県新潟市秋葉区田家1-1-38ﾍｱｰｻﾛﾝﾓﾘﾔﾏ方 0250-22-1870

140 稲

新潟県新潟市秋葉区大鹿226

0250-25-7538

141 森 田 和 恵 ヘアーサロンモリタ

新潟県新潟市秋葉区小須戸69

0250-38-3022

142 小 泉 由 美 子 理容かわまた

新潟県胎内市十二天240-1

0254-46-5611

143 岩

新潟県阿賀野市金屋467-4

0250-62-0601

新潟県阿賀野市上山屋462

0250-62-6749
Page4

月

川

弥 Hair＆Face Moon

修 理容いわかわ

144 伊 藤 弘 美 理容ヒロ

