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1 新潟西 渡部 浩

ヘアーサロン・ワタベ

950-2112 新潟県新潟市西区内野町1259

025-262-3481

2 新潟西 大野 耕次

Hairオオノ

950-2121 新潟県新潟市西区槙尾132-4

025-262-4481

3 新潟西 小野 光男

ファッションヘアサロンライト

951-8066 新潟県新潟市中央区東堀前通10-1783

025-228-5711

4 新潟西 竹内 勝治

ヘアースタジオ タケ

951-8151 新潟県新潟市中央区浜浦町1-98

025-266-6492

5 新潟東 鈴木 正美

髪KIRI家

950-0923 新潟県新潟市中央区姥ヶ山4-14-1

025-286-6223

6 新潟東 近 泰雄

ヘアーカットサロンちか

950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-1-7

025-274-0089

7 新潟東 阿部 勇

ビーズ.クォーレ

950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1 イオン新潟南ＳＣ１Ｆ

025-383-5607

8 新潟東 鷲尾 稔

ヘアサロンminoru

950-0836 新潟県新潟市東区東中野山3-10-17

025-276-3948

9 新潟東 南新 スミ子

Ｔｅｓｏｒｏ－Ｈａｉｒ（テソロヘアー）

950-3128 新潟県新潟市北区松浜東町1-7-11

025-258-1123

10 新潟東 早川 静子

エヴァ

950-0925 新潟県新潟市中央区弁天橋通1-7-6

025-286-1503

11 新潟東 佐藤 秀廣

理容サトウ

950-0073 新潟県新潟市中央区日ノ出1丁目1-8

025-244-2857

12 新潟東 菅原 紀良

理容 すがはら

950-0066 新潟市東区長者町15-13

025-273-2410

13 西 蒲 長谷川 潤

月光Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ

950-1102 新潟県新潟市西区善久449-2

025-377-5760

14 西 蒲 池田 実

理容室ノブオ

959-0222 新潟県燕市下栗生津1165

0256-93-2184

15 西 蒲 諸橋 孝雄

カットハウス サームーン

959-0225 新潟県燕市上河原15

0256-93-3066

16 西 蒲 早川 武喜

理容ハヤカワ

959-0101 新潟県燕市佐善3284

0256-98-4662

17 西 蒲 小林 繁行

理容こばやし

959-0235 新潟県燕市吉田旭町1-5-18

0256-93-3475

18 西 蒲 堀 寛一

ホリ理容室

959-0242 新潟県燕市吉田大保町4-39号

0256-93-2289

19 西 蒲 大石 生男也

ヘアーサロン天神

950-1347 新潟県新潟市西蒲区姥島690

025-375-3235

20 西 蒲 熊木 力

カットクラブべあーず

950-1106 新潟県新潟市西区ときめき西1-13-1

025-377-5501

21 西 蒲 堀 勝司

ヘアーサロンホリ

959-0244 新潟県燕市吉田中町3-8

0256-93-3090

22 西 蒲 中原 政人

ヘアーファクトリーＭＡＳＡ

950-2256 新潟県新潟市西区山崎1215

025-239-2437

23

Ｔ’ｓ Ｈａｉｒとやま（ティーズヘアーとやま）

959-1201 新潟県燕市灰方540-2

0256-62-3874

24 佐 渡 松澤 建一

松澤理髪館

952-0711 新潟県佐渡市赤泊56番地

0259-87-2056

25 高 田 小平 孝一

バーバー小平

943-0123 新潟県上越市大字本新保470-1

025-525-5416

燕

外山 春子

26 高 田 上原 靖夫

理容ウエハラ

943-0117 新潟県上越市大字稲1406-3

025-528-4466

27 糸魚川 松澤 正治

ヘアーサロン松澤

941-0043 新潟県糸魚川市田中411-5

025-552-2473

28 糸魚川 達紙 勇一

Ｂａｒ ｂｅｒ たつがみ02

949-0301 新潟県糸魚川市須沢3144

025-562-3334

29 柏 崎 大久保 幸宏

ヘアーサロン・オオクボ

949-5332 新潟県長岡市小国町上岩田565-10

0258-95-2787

30 柏 崎 布施 高一

理容室にしき

945-0052 新潟県柏崎市錦町2-27

0257-23-1896

31 柏 崎 新澤 孝幸

Ａｘｉｓ for hair （アクシスフォーヘアー）

945-0051 新潟県柏崎市東本町1-11-32

0257-22-3416

32 柏 崎 若山 常晴

ヘアースタジオ 拓人

945-0046 新潟県柏崎市四谷3-2-7-1

0257-22-7843

33 柏 崎 村田 勇治

ＣｕｔＨouse.MURATA

945-0046 新潟県柏崎市四谷1丁目11-5

0257-22-5588

34 柏 崎 大橋 進

ヘアクリエイティブ ダンデイ

945-0831 新潟県柏崎市柳橋町9-28

0257-23-2273

35 柏 崎 桑原 辰三

ヘアーハウス友

945-0011 新潟県柏崎市松波1-4-52

0257-23-1819

36 柏 崎 太田 信夫

理容マツナミHairs'MATSUNAMI

945-0011 新潟県柏崎市松波1-19-45

0257-22-3540

37 柏 崎 長谷川 陽子

長谷川理容院

949-4111 新潟県柏崎市西山町別山2148

0257-47-2561

38 長 岡 中山 直人

なかやま髪切屋

940-2104 新潟県長岡市大島新町3丁目2-11

0258-27-0511

39 長 岡 永村 勝則

理容あづさ

940-2033 新潟県長岡市上除町1102-22

0258-46-4558

40 長 岡 増田 充志

増田理容店

940-1103 新潟県長岡市曲新町692-1

0258-32-5806

41 長 岡 渡辺 充伸

髪床らいと

940-0034 新潟県長岡市福住2-1-25

0258-33-6202

42 長 岡 三浦 快之

ヘアーサロン ミウラ

940-0023 新潟県長岡市新町2-3-29

0258-34-5176

43 長 岡 細貝 泰男

HAIR SALON HOSOKAI

940-1133 新潟県長岡市六日市町1253

0258-22-3322

44 長 岡 東條 浩幸

ＤＯ？東條

940-0023 新潟県長岡市新町2-5-14

0258-33-7723

45 十日町 戸田 毅

ヘアーショップ トダ

948-0302 新潟県十日町市仁田2358-1

025-768-2558

46 十日町 柄澤 宏行

理容からさわ

948-0144 新潟県十日町市水口沢7番地

025-768-2327

47 十日町 清水 道亘

しみず床屋

948-0144 新潟県十日町市水口沢74

025-768-2041

48 十日町 高橋 仁

カットインハート タカハシ

949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戉950-1

025-765-2196

49 魚 沼 小島 泰輔

昭美軒

949-7413 新潟県魚沼市堀之内260-7

025-794-2276

50 小千谷 阿部 勇

メタモルフォーゼびんしょう

947-0021 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田339イオン小千谷SC1F

0258-83-3384

51 小千谷 吉澤 恒樹

ヘアーサロン ヨシザワ

947-0026 新潟県小千谷市上ﾉ山２－３－３０

0258-82-6351

52 小千谷 西方 キシ

嵐屋

947-0027 新潟県小千谷市平成2-1-3

0258-82-2384

53 小千谷 佐治 綾子

カットサロン S2

947-0035 新潟県小千谷市桜町5039

0258-82-0661

54 小千谷 前澤 孝

理容坂塚

949-7505 新潟県長岡市川口牛ヶ島400-24

0258-89-2495

55 小千谷 岩本 英樹

髪工房ひで

947-0026 新潟県小千谷市上ノ山2-1-4

0258-82-4427

56 三島郡 池田 均

ヘアーサロン・イケダ

940-2402 新潟県長岡市与板町与板189番地

0258-72-2609

57 三島郡 佐藤 正栄

理容さとう

949-4351 新潟県三島郡出雲崎町沢田404-2

0258-78-4478

58 三 条 阿部 四男也

髪サロンあべ

955-0013 新潟県三条市井栗1丁目36-12

0256-38-8608

59 見 附 刈屋 元子

ヘアーサロン カリヤ

954-0059 新潟県見附市昭和町2-8-18

0258-63-2297

60 見 附 髙橋 喜市

ヘアーサロン.タカハシ

954-0057 新潟県見附市新町2-3-9

0258-62-3597

61 見 附 山谷 哲夫

ヤマヤ理容所

954-0026 新潟県見附市神保町292

0258-63-2634

62 見 附 上田 サトル

ES HAIR（エス.ヘアー）

954-0124 新潟県長岡市中之島267-1

0258-66-5610

63 見 附 浅野 雅彦

ＢAR BER ASANO

954-0124 新潟県長岡市中之島1785-146

0258-66-2470

64 見 附 小坂井 光明

ＢAR BER BEST

954-0133 新潟県長岡市大曲戸新田631-6

0258-66-7006

65 見 附 大野 晃

Hair SIDE-PART

954-0087 新潟県見附市芝野町1201-1

0258-66-1666

66 見 附 斎藤 陽子

クリエーターサイトー

954-0053 新潟県見附市本町1-2-49

0258-62-4380

67 見 附 小林 孝一

ヘアーデザイインルーム コバヤシ

954-0052 新潟県見附市学校町1-16-39

0258-62-2562

68 新 津 栗山 勉

ヘアーサロン クリヤマ

956-0863 新潟県新潟市秋葉区日宝町9-11

0250-23-3141

69 新 津 横山 ハスイ

理容あづま

956-0836 新潟県新潟市秋葉区田家2丁目8-21

0250-22-2896

70 亀 田 山際 洋

山際理容室

950-0124 新潟県新潟市江南区亀田東町1丁目6の5

0250-381-3211

71 白 根 杉﨑 孝伸

アート・ヘアー・グロー

950-1214 新潟県新潟市南区上下諏訪木179-6

025-372-6387

72 白 根 佐藤 豊一

ヘアーサロン サトウ

956-0101 新潟県秋葉区小須戸3588-1

0250-38-5253

73 白 根 森田 明

ヘアーサロン モリタ

956-0101 新潟県新潟市秋葉区小須戸69

0250-38-3022

74 村 上 須貝 忍

須貝忍理容室

958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番地7号

0254-52-7810

75 村 上 富樫 直哉

HAIR SALON TOGASHI＋Hug

958-0846 新潟県村上市安良町3-13

0254-52-4021

76 新発田 佐久間 茂

カットショップ サクマ

957-0016 新潟県新発田市豊町2丁目5の22

0254-23-3232

77 中 条 小泉 由美子

理容かわまた

959-2616 新潟県胎内市十ニ天240-1

0254-46-5611

78 豊 栄 儀同 義之

カットハウス ウェーブ

950-3376 新潟県新潟市北区早通北6-1-1

025-388-3551

79 阿賀野 志田 孝子

hair and space ai's

959-2026 新潟県阿賀野市下条町13-18

0250-62-3091

80 阿賀野 加藤 男一

ヘアースタジオ DANN

959-1968 新潟県阿賀野市榎船渡77

0250-62-7892

81 阿賀野 杉本 篤志

CUT ZONE RHAPSDY

959-2005 新潟県阿賀野市山口町1-7-7

0250-63-8929

82 阿賀野 長谷川 禎三

理容はせがわ

959-1918 新潟県阿賀野市笹岡339-2

0250-62-4782

83 阿賀野 神田 充

理容かんだ

959-2123 新潟県阿賀野市姥ヶ橋667-1

0250-67-3726

84 阿賀野 鈴木 健太郎

ヘアーサロン スズキ

959-1918 新潟県阿賀野市笹岡1233

0250-62-3660

84

件

