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NO サロン、院名 住　所 NO サロン、院名 住　所

1 わかくさ接骨院 愛知県あま市 36 石川健康院 愛知県西尾市

2 T's　nail 愛知県安城市 37 巻き爪専門院 愛知県丹羽郡

3 Caara ～カアラ～ 愛知県一宮市 38 トータルヘルスサポートcat 青森県青森市

4 梶川接骨院 愛知県一宮市 39 Nail By Jecita 青森県五所川原市

5 プルメリア・ケイズ・スタジア 愛知県岩倉市 40 医療法人なかざわ整形外科ながさわスポーツクリニック 青森県八戸市

6 LOVE OASIS from ArtJungle 愛知県岡崎市 41 ミント 青森県弘前市

7 北斗整体院 愛知県尾張旭市 42 BH-Marketta 石川県金沢市

8 苺花接骨院 愛知県尾張旭市 43 ネイルサロン エターナル 石川県金沢市

9 あうんジハピネス 愛知県春日井市 44 ラ・フォレスタ（アミーカ） 石川県金沢市

10 ありが接骨院 愛知県春日井市 45 コシダクリニック 石川県金沢市

11 nano nail design 愛知県刈谷市 46 アップルクリニック 石川県金沢市

12 築地接骨院 愛知県刈谷市 47 JAPA（リラクゼーションサロン） 石川県金沢市

13 ネイルサロン　クローバー 愛知県江南市 48 リボンフット 石川県能美市

14 GC 愛知県瀬戸市 49 レナンセラ鹿嶋店 茨城県鹿嶋市

15 Lys（リス） 愛知県知多郡 50 Private Nail Salon SET-M 茨城県つくば市

16 Unbijou(アンビジュ） 愛知県知多市 51 巻き爪フットケアサロン　カモミール 茨城県常陸太田市

17 シスターズネイル 愛知県東海市 52 たけむら鍼灸接骨院 愛媛県四国中央市

18 ピュア ホワイト 愛知県豊田市 53 タナベ整骨院 大阪府池田市

19 アクアdeエンジェル 愛知県豊田市 54 でみず鍼灸整骨院 大阪府泉大津市

20 ペディキュート 愛知県豊田市 55 ネイルサロン＆スクールmitsume 大阪府泉佐野市

21 フットケアサロン　Wish 愛知県豊橋市 56 フットケアサロン　架け橋 大阪府泉佐野市

22 ステップ 愛知県名古屋市 57 はり灸整骨院もみの木 大阪府和泉市

23 ビビットネイル＆エスティック 愛知県名古屋市 58 nail salon FLEUR(フレア) 大阪府茨木市

24 ビビットネイル栄店 愛知県名古屋市 59 あさかわ鍼灸整骨院 大阪府茨木市

25 MY　NAIL 愛知県名古屋市 60 齋木鍼灸整骨院 大阪府茨木市

26 nail&eyelash Flamingo 愛知県名古屋市 61 CARO CARO 大阪府大阪狭山市

27 Salus　本店／池下店　　　 愛知県名古屋市 62 nail＆eyelash　enchante 大阪府大阪市

28 いまむら接骨院 愛知県名古屋市 63 児島様 大阪府大阪市

29 やました接骨院 愛知県名古屋市 64 MarieNAILS南堀江本店 大阪府大阪市

30 からだ110ばん 愛知県名古屋市 65 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌsalonラグーン 大阪府大阪市

31 協立病院　皮膚科 愛知県名古屋市 66 Banboo 大阪府大阪市

32 ネイルサロン　カボシャール 愛知県名古屋市 67 plus G 大阪府大阪市

33 健康専科ひまわり 愛知県名古屋市 68 相江接骨院 大阪府大阪市

34 真和接骨院 愛知県名古屋市 69 あかね鍼灸整骨院 大阪府大阪市

35 芳　足屋さん 愛知県名古屋市 70 グランツ　今里店／岸和田店 大阪府大阪市

技術者の方へ：経営者の方で勤務先名掲載をご希望の方、又はすでに施術を提供されていない方はお手数ですがお申し出ください。

 技術者登録情報

お客様が施術を受けられている施術担当者が弊社の技術者資格を取得していることをご確認いただけるように下記に
告知させていただきます。尚、この情報は下記の条件にて掲載をしています。

この情報は新しく登録された方を毎月更新しています。技術者又はサロンのご都合により施術を休止している場合
がございますので、新規で施術を希望される場合にはご希望のサロンに前以てご確認ください。

技術資格を取得されていてもご本人様のご都合により掲載をしていない場合がありますので、以下に掲載の無い
場合には弊社事務局06-6886-5268にてご確認いただけます。

サロン名に個人名が掲載されている方はご本人様のご意向によるものです。

県名別（あいうえお順）にて掲載しております。

ペディグラスの巻き爪補正技術の資格を取得されている個人又は個人が所属しているサロンをお知らせするものです。

平成29年6月30日現在



NO サロン、院名 住　所 NO サロン、院名 住　所

71 育和会記念病院 大阪府大阪市 121 足の整体院（でしまる整骨院） 大阪府高槻市

72 いろは鍼灸整骨院 大阪府大阪市 122 Cheer Nail 大阪府豊中市

73 ヴィラクレール 大阪府大阪市 123 小坂鍼灸整骨院 大阪府豊中市

74 おおにし整骨院 大阪府大阪市 124 春鍼灸整骨院 大阪府豊中市

75 おかだ鍼灸整骨院 大阪府大阪市 125 みやけ整骨院 大阪府豊中市

76 片山港区役所前鍼灸整骨院 大阪府大阪市 126 かしま整骨院 大阪府富田林市

77 カルミアネイル指南塾 大阪府大阪市 127 ゆう整骨院 大阪府富田林市

78 駒五鍼灸整骨院 大阪府大阪市 128 高柳整骨院 大阪府羽曳野市

79 ストーク 大阪府大阪市 129 たなごころ鍼灸整骨院 大阪府東大阪市

80 高柳鍼灸整骨院 大阪府大阪市 130 ひびき整骨院 大阪府東大阪市

81 北田辺福島整骨院 大阪府大阪市 131 BARBER[NOBU] 大阪府枚方市

82 にこにこ鍼灸整骨院 大阪府大阪市 132 Nail amin+ 大阪府枚方市

83 ネイルサロン　by　ヒサコヤマサキ阪神店 大阪府大阪市 133 ゲンタ・トータルバランスサポート鍼灸院 大阪府枚方市

84 ハートフルくすのき鍼灸整骨院 大阪府大阪市 134 武田鍼灸整骨院 大阪府枚方市

85 はり・灸整骨院さらり 大阪府大阪市 135 プライベートネイルサロン　アトリエ 大阪府枚方市

86 ヒサコネイル　新阪急ホテル店 大阪府大阪市 136 優希鍼灸整骨院 大阪府枚方市

87 ビリーブ 大阪府大阪市 137 株式会社EN　かわばた鍼灸整骨院 大阪府枚方市

88 フットケアサロン フフ 大阪府大阪市 138 津田の森整骨院 大阪府枚方市

89 メイプルツリー 大阪府大阪市 139 武田鍼灸整骨院 大阪府枚方市

90 よしとみ鍼灸整骨院 大阪府大阪市 140 吉田鍼灸整骨院 大阪府藤井寺市

91 リラクゼーションサロンT-Dredg（ティードレッジ） 大阪府大阪市 141 アトリエ4 大阪府松原市

92 わきざわ整骨院・鍼灸院 大阪府大阪市 142 橋本鍼灸整骨院 大阪府松原市

93 わけいどう針灸整骨院 大阪府大阪市 143 ボディケア・セラピーさろん 大阪府三島郡

94 名倉堂清水柔道整復鍼灸施術所 大阪府大阪市 144 ファイブコンフォート 大阪府箕面市

95 大谷鍼灸整骨院 大阪府大阪市 145 華鍼灸整骨院 大阪府八尾市

96 足愛（アシメ） 大阪府大阪市 146 桃かお鍼灸院 大阪府八尾市

97 みはら整骨院 大阪府大阪市 147 ほりい内科　整形外科クリニック 大阪府八尾市

98 Parts Beauty LuNa 大阪府大阪市 148 ひろ治療院 岡山県井原市

99 ルピナス大阪 大阪府大阪市 149 nail × nail 岡山県岡山市

100 TIPSY+（ティプシープラス） 大阪府大阪市 150 Nail　Doux 岡山県岡山市

101 福楽整骨院 大阪府大阪市 151 ありがとうプラザ表町店 岡山県岡山市

102 プ・リ・ズ・ム整骨院 大阪府門真市 152 ヨリミツ治療塾 岡山県岡山市

103 池田整骨院・鍼灸院 大阪府門真市 153 神崎皮膚科 岡山県岡山市

104 たにぐち整骨院 大阪府岸和田市 154 りょう鍼灸整骨院 岡山県岡山市

105 齊藤鍼灸整骨院 大阪府岸和田市 155 mio sweet nail 岡山県岡山市

106 鍼灸整骨院オアシス 大阪府岸和田市 156 医療法人社団新風会玉島中央病院 岡山県倉敷市

107 coty nails 大阪府堺市 157 小原整骨院 岡山県倉敷市

108 大阪労災病院 大阪府堺市 158 マルシェ 岡山県倉敷市

109 阪田接骨院 大阪府堺市 159 若石リフレ　ひなたぼっこ 岡山県倉敷市

110 東輝鍼灸整骨院 大阪府堺市 160 シナガワ、整骨院 岡山県倉敷市

111 ラポール 大阪府堺市 161 きび皮膚科形成外科クリニック 岡山県総社市

112 阪田接骨院 大阪府堺市 162 医療法人小畑内科医院 岡山県津山市

113 癒し処　じゅあん 大阪府堺市 163 医療法人小畑内科医院 岡山県津山市

114 巻き爪ケアサロン 大阪府堺市 164 癒しサロン　ラジュニール 岡山県備前市

115 Nail　salon　Grandjete 大阪府堺市 165 おかざき整骨院 岡山県和気郡

116 AddiartNailStudio 大阪府大東市 166 Sawadee　Naiｌ　Okinawa 沖縄県那覇市

117 あしりら整骨院 大阪府大東市 167 イオンカールズネイル 香川県綾歌郡

118 平和鍼灸整骨院 大阪府大東市 168 Nail　Salon　petit 香川県木田郡

119 NAILVIVID 大阪府高槻市 169 原野鍼灸整骨院　ヘルシーケアハラノ 香川県高松市

120 宮本様 大阪府高槻市 170 アイリス接骨院 香川県東かがわ市



NO サロン、院名 住　所 NO サロン、院名 住　所

171 医療法人社団田村クリニック 香川県丸亀市 221 エンジェルムーン 埼玉県川口市

172 attrait nail（アトゥレネイル） 鹿児島県鹿児島市 222 はづき接骨院 埼玉県川口市

173 Boraborasweet 神奈川県鎌倉市 223 ビューティサロンNatsumi 埼玉県北足立郡

174 Foot　＆　Body　motosumiyoshi 神奈川県川崎市 224 アクティブ.フット 埼玉県久喜市

175 トータルフットケアサロン心逢 神奈川県川崎市 225 ひまわり整骨院 埼玉県越谷市

176 あらいそ接骨院 神奈川県相模原市 226 CUSTOM HAIR REPLAY 埼玉県さいたま市

177 シー・ポート 神奈川県逗子市 227 Drメディカル 埼玉県さいたま市

178 松井接骨院　松井はり灸院 神奈川県三浦郡 228 KIM接骨院 埼玉県さいたま市

179 ケアステーションかもめ 神奈川県横須賀市 229 巻き爪バスター 埼玉県さいたま市

180 HI!鍼灸整骨院 神奈川県横浜市 230 花月接骨院 埼玉県さいたま市

181 Key 3 Love 神奈川県横浜市 231 うらわ仲町整骨院 埼玉県さいたま市

182 ふくろ皮膚科クリニック 神奈川県横浜市 232 ももた接骨院 埼玉県さいたま市

183 天使のつめきり メディカルフットケア 神奈川県横浜市 233 花田接骨院 埼玉県さいたま市

184 爪と皮膚の診療所　形成外科・皮膚科 神奈川県横浜市 234 千春皮フ科クリニック 埼玉県さいたま市

185 からだ工房 神奈川県横浜市 235 ペリドット 埼玉県草加市

186 あり接骨院 神奈川県横浜市 236 Swallon Nail 埼玉県戸田市

187 フットケアサロン　skip 岐阜県恵那市 237 Aroma＆Herb　Planta 埼玉県戸田市

188 S.py NAIL 岐阜県可児市 238 ナチュラルネイル 埼玉県新座市

189 The　poｌesｔar 岐阜県岐阜市 239 あさくら鍼灸接骨院 埼玉県富士見市

190 足爪美容CoCo 岐阜県岐阜市 240 nail salon MAKANA 埼玉県三郷市

191 フットケアサロン Le-Pied 岐阜県岐阜市 241 戸田スポーツ接骨院 埼玉県蕨市

192 リラクゼーション里子の部屋 岐阜県岐阜市 242 ビューティーサロンバース 佐賀県佐賀市

193 志知接骨院 岐阜県羽島市 243 Lover’s Nail 佐賀県鳥栖市

194 治療院くら 岐阜県瑞浪市 244 Re:poser ルポゼ 滋賀県近江八幡市

195 chouchou 京都府宇治市 245 ひろた接骨院 滋賀県近江八幡市

196 からすま九条はりきゅう整骨院 京都府京都市 246 WOHLTAT（ヴォールタート） 滋賀県大津市

197 ネイルズプサディ 京都府京都市 247 きむら整骨院 滋賀県大津市

198 SHUNTA　PLUS 京都府京都市 248 なかたに鍼灸整骨院 滋賀県草津市

199 あい接骨院丸太町店 京都府京都市 249 マーベイユ 滋賀県長浜市

200 あい接骨院　伏見稲荷 京都府京都市 250 WIDE癒し館　栗東店 滋賀県栗東市

201 さつき鍼灸整骨院 京都府京都市 251 あかり整体所 滋賀県栗東市

202 サロンぱれっと 京都府京都市 252 磐田カイロプラクティック院 静岡県磐田市

203 ドクターネイル爪革命　京都出町店 京都府京都市 253 整体隆光。 静岡県磐田市

204 藤川接骨院 京都府京都市 254 巻爪助っ人・うるる 静岡県掛川市

205 ドイツ式フットケアサロンKoHaRu 京都府京都市 255 フジ鍼灸接骨院 静岡県湖西市

206 ネイジー 京都府京都市 256 すぎやま鍼灸院 静岡県静岡市

207 いとい鍼灸整骨院 京都府京都市 257 リフレクソロジーMana 静岡県静岡市

208 熊川接骨院 京都府長岡京市 258 JMTすずらんハリ・灸治療院 静岡県静岡市

209 田村クリニック 京都府向日市 259 メディケア大南堂 静岡県沼津市

210 どんぐり整骨院 京都府向日市 260 ゆう和鍼灸整骨院 静岡県沼津市

211 いちのみや整骨院 熊本県阿蘇市 261 DOBRE 静岡県浜松市

212 felice nail salon ＆school 熊本県熊本市 262 ＩSOLA-NAIL 静岡県浜松市

213 ｢えこる」　熊本店 熊本県熊本市 263 中小路鍼灸整骨院 静岡県浜松市

214 フロムペディ 熊本県熊本市 264 旭接骨院 静岡県浜松市

215 アラン・ドール 群馬県前橋市 265 整体＆フットケアサロン　エムズキュア 静岡県焼津市

216 浅香はりきゅう整骨院 群馬県前橋市 266 かずまる整骨院・鍼灸院 千葉県いすみ市

217 医療法人　あすなろ歯科 群馬県前橋市 267 トータルフットケアなんくる家 千葉県市川市

218 ネイルサロンペトラディ 高知県高知市 268 医）総星会五井クリニック 千葉県市原市

219 avanti 高知県高知市 269 明海皮ふ科 千葉県浦安市

220 清水歯科医院 埼玉県大里郡 270 巻爪レスキュー 千葉県佐倉市



NO サロン、院名 住　所 NO サロン、院名 住　所

271 スカイタウン整骨院 千葉県千葉市 321 石神井さくら整骨院 東京都練馬区

272 巻き爪ケア・ヨネクラ 千葉県千葉市 322 アトムはり・灸整骨院 東京都八王子市

273 山王整骨院 千葉県千葉市 323 Sweet Mint 東京都東村山市

274 白旗ヒロ整骨院 千葉県千葉市 324 恩多接骨院 東京都東村山市

275 Raran 千葉県銚子市 325 primavera 東京都府中市

276 とみさと絆整骨院 千葉県富里市 326 トータルビューティーサロン　ぱれっと 東京都福生市

277 DreamNail 千葉県流山市 327 nadine　NAILS 東京都港区

278 SalonBaleTopaz 千葉県流山市 328 ネイディーンネイルズ表参道 東京都港区

279 千葉徳洲会病院　ﾌｯﾄｹｱ外来 千葉県船橋市 329 田岡病院 徳島県徳島市

280 飯山満駅前接骨院 千葉県船橋市 330 藤田整骨院 徳島県徳島市

281 ペンギン整骨院 千葉県松戸市 331 NAILS　C-BLUE 徳島県徳島市

282 巻爪専門店　巻爪プロ 千葉県松戸市 332 ネイルサロンAnge 徳島県美馬市

283 オサモミ整体院 東京都昭島市 333 医療法人　医心会　中川内科クリニック 栃木県宇都宮市

284 AGEHA 東京都板橋区 334 うしく鍼灸整骨院 栃木県宇都宮市

285 丸の内接骨院 東京都板橋区 335 うつのみや中央整骨院 栃木県宇都宮市

286 たかの接骨院 東京都板橋区 336 クラル巻爪フットケアサロン 栃木県小山市

287 WORLD・PEACE・COMPANY㈱ 東京都稲城市 337 地方独立行政法人　新小山市民病院 栃木県小山市

288 巻爪センター（平尾接骨院） 東京都稲城市 338 Nailhousemina 栃木県さくら市

289 Salon de Rion 東京都江戸川区 339 ゆらぎ整骨院 栃木県下野市

290 Selatan　松岡きいこ 東京都江戸川区 340 フットラボ鳥取 鳥取県鳥取市

291 フットウェル西小岩店 東京都江戸川区 341 Nail Salon La Fonte 富山県下新川郡

292 トータルビューティーサロンReir 東京都青梅市 342 つかざき皮ふ科 長崎県長崎市

293 大木皮膚科 東京都大田区 343 山口整骨院　やまぐちフットケア整体院 長崎県長崎市

294 たか整骨院 東京都大田区 344 こころ医療福祉専門学校 長崎県長崎市

295 しろくま整骨院・さくら通りクリニック 東京都葛飾区 345 Nail Studio-e-,truth 長野県長野市

296 ふっとけあ　楽 東京都葛飾区 346 ネイルサロン　ミッシィ 長野県松本市

297 木場中央はり灸整骨院 東京都江東区 347 D-produce by yuri 奈良県橿原市

298 アイクル鍼灸整骨院 東京都江東区 348 private nail M 新潟県小千谷市

299 鍼灸接骨院　みなみ風 東京都国分寺市 349 Private Nail M 新潟県小千谷市

300 ネイルサロンLagoon 東京都渋谷区 350 ネイル＆リラクゼーションKind 新潟県柏崎市

301 グランアム ネイルカレッジ＆サロン恵比寿 東京都渋谷区 351 ネイルサロン　コフレ 新潟県新発田市

302 こころ整骨院 東京都新宿区 352 階段下スペースネイルSweet　Princess 新潟県上越市

303 Hands-On 東京都杉並区 353 靴のやまごん国道店 新潟県胎内市

304 マキ皮膚科クリニック 東京都杉並区 354 ネイル・デコサロン＆スクール　リュクス 新潟県長岡市

305 ネイルサロンマリポッサ 東京都杉並区 355 kunstylenailroom 新潟県新潟市

306 NAIL　YUKO 東京都墨田区 356 aura pro 新潟県新潟市

307 立花接骨院 東京都墨田区 357 nail studio will plus 新潟県新潟市

308 A.B.S整骨院 東京都世田谷区 358 Lien　Nail　M 新潟県新潟市

309 アズ整骨院 東京都世田谷区 359 A-Nail Salon　プラーカ店 新潟県新潟市

310 ホーアロハ ウル 東京都世田谷区 360 てふてふネイル 新潟県見附市

311 自由が丘　ひばり整爪院 東京都世田谷区 361 Nail regia school&salon 新潟県南魚沼市

312 美容室スタートダッシュ 東京都世田谷区 362 Nail regia school & salon 新潟県南魚沼市

313 ネイルサロン ボーテプーレマン 東京都中央区 363 靴のやまごん　村上プラザ店 新潟県村上市

314 医療法人財団青輝会　東銀座ウェルズクリニック 東京都中央区 364 おかもと整骨院 兵庫県明石市

315 後藤皮膚科クリニック 東京都中央区 365 和み空間　ゆ～かりすと 兵庫県芦屋市

316 attic nail 東京都中野区 366 デカスリート 兵庫県尼崎市

317 NailsalonONDINA 東京都中野区 367 大坂接骨院 兵庫県尼崎市

318 オリエンタル　巻き爪ケア・フットケア 東京都中野区 368 ulu Nail 兵庫県伊丹市

319 國安鍼灸整骨院　デイサービスぴーなっつ 東京都中野区 369 アゲート 兵庫県伊丹市

320 やぎさわ整骨院 東京都西東京市 370 オフィス伊丹鍼灸接骨院 兵庫県伊丹市



NO サロン、院名 住　所 NO サロン、院名 住　所

371 宮本鍼灸整骨院 兵庫県伊丹市 421 ひまわり整骨院 福井県坂井市

372 三郎記念クリニック 兵庫県加古川市 422 平生堂整体堂 福岡県朝倉市

373 にしお鍼灸整骨院 兵庫県加古川市 423 ゆとり健康整体院 福岡県飯塚市

374 ススム整骨院 兵庫県川西市 424 nails　nao 福岡県大野城市

375 ふじた整骨院 兵庫県川西市 425 こもれび整骨院 福岡県大野城市

376 てらだ鍼灸院 兵庫県川西市 426 駅まえ整骨院 福岡県小郡市

377 ブロッサム 兵庫県神戸市 427 ネイルトリート・ルクソー 福岡県春日市

378 Abrir 兵庫県神戸市 428 Salonやまのいえ 福岡県北九州市

379 Share 兵庫県神戸市 429 巻き爪補正＆リラクゼーション　フェアリーBell福岡県北九州市

380 carnet carnet 兵庫県神戸市 430 まつもと鍼灸整骨院 福岡県北九州市

381 LAS　NAILS 兵庫県神戸市 431 足のトラブル相談室　Wing foot 福岡県久留米市

382 MARIE　NAILS神戸三宮店 兵庫県神戸市 432 巻き爪ケアサロン　aviya（アビヤ） 福岡県古賀市

383 ケララウェルネスサロン　きむら鍼灸院 兵庫県神戸市 433 リラクゼーション・スペース　雪月花 福岡県田川市

384 鈴蘭台カイロプラクティック 兵庫県神戸市 434 とふろう整骨院 福岡県太宰府市

385 プラウド 兵庫県神戸市 435 整骨院なかの 福岡県筑紫野市

386 リラクゼーションサロンADDICT 兵庫県神戸市 436 ヘア＆ネイル　樹(スー) 福岡県福岡市

387 ＦＩＮＯ 兵庫県神戸市 437 ECLORE 福岡県福岡市

388 Hapico 兵庫県神戸市 438 Mignon（ミニョン） 福岡県福岡市

389 アプローズ 兵庫県高砂市 439 ネイルサロンSEEZ. 福岡県福岡市

390 EXCELENCIA 兵庫県宝塚市 440 爪のお手入れサロン　itokichi 福岡県福岡市

391 Nonche（ノンチェ） 兵庫県西宮市 441 ネイルサロン　fuli 福岡県福岡市

392 ネイルサロンレイル 兵庫県西宮市 442 ウルトラ整骨院 福岡県福岡市

393 かみはし鍼灸整骨院 兵庫県西宮市 443 プライベートネイルルーム　B’Bunny福岡県福岡市

394 くるみ整骨院 兵庫県西宮市 444 美容室 アトリエ Shin 福岡県宗像市

395 鍼灸整骨院みらい堂 兵庫県西宮市 445 林外科医院 福岡県宗像市

396 甲東園接骨院 兵庫県西宮市 446 まいにち整骨院 福岡県八女市

397 うつみ接骨院 兵庫県姫路市 447 ネイルサロン a-girl 福島県郡山市

398 メロウプランニング 巻き爪補正 兵庫県姫路市 448 美容室バスケット 福島県伊達市

399 ジェイアンドケー 兵庫県姫路市 449 Beauty room Aime 北海道旭川市

400 服部病院 兵庫県三木市 450 Petit Luxe 北海道旭川市

401 lepetit,,, 広島県尾道市 451 NailＳalonＰlusdiamonds 北海道帯広市

402 フット＆シューズ　キノシタ 広島県廿日市 452 ミドルクラス 北海道帯広市

403 CELEBLASH&NAIL東広島店 広島県東広島市 453 ネイルサロン　Plus　diamonds 北海道帯広市

404 ネイルサロン&スクール スクエア 広島県広島市 454 中国足心道　湧泉 北海道河東郡

405 Pani-ni Nail 広島県広島市 455 近藤整骨院 北海道釧路郡

406 M-petit Nail 広島県広島市 456 フットケアセンター　Wish 北海道札幌市

407 Nail　STQUE 広島県広島市 457 あしの爪屋さん“すばる” 北海道札幌市

408 Nail's　MIU 広島県広島市 458 美しが丘整骨院 北海道札幌市

409 NaKaTa 広島県広島市 459 ヘヤーアンドネイルミヤ本店 北海道札幌市

410 アイビー鍼灸整骨院 広島県広島市 460 ネイルサロンCya-mu 北海道札幌市

411 岡崎整骨院 広島県広島市 461 美容室ふうぅ 北海道札幌市

412 カルム 広島県広島市 462 ベルピエーデ 北海道札幌市

413 山岡靴店 広島県広島市 463 foot care & natural nail salon comfort 北海道札幌市

414 吉田鍼灸接骨院 広島県広島市 464 巻き爪補正＆フットケア　プライベートサロンOngletta 北海道札幌市

415 野村病院 広島県広島市 465 アンジー 北海道稚内市

416 トータルケアサロン綺楽日和 広島県広島市 466 Nail　Salon　Moca 三重県伊勢市

417 えきや外科クリニック 広島県福山市 467 中央元気堂 三重県桑名市

418 やまて鍼灸整骨院 広島県福山市 468 ネイル工房クレスト　 三重県鈴鹿市

419 Nail　Salon　Feerique 広島県福山市 469 河村接骨院 三重県鈴鹿市

420 ネイルサロンLuxuria 福井県越前市 470 岩本整骨院 三重県鈴鹿市



NO サロン、院名 住　所 NO サロン、院名 住　所

471 ふじもと整骨院 三重県名張市

472 美身整骨院 三重県松阪市

473 ヒサコネイル　近鉄百貨店四日市店 三重県四日市市

474 ヒサコネイル 三重県四日市市

475 藤心堂あおば整骨院 宮城県石巻市

476 えみあす訪問マッサージ 宮城県柴田郡

477 巻き爪ケア　Pedi工房 宮城県仙台市

478 てらだて整体院 宮城県宮城郡

479 Luce 宮崎県宮崎市

480 つぼみ整骨院 宮崎県宮崎市

481 クハラ整骨院 山口県下関市

482 巻き爪ケア＆ネイル　ヴィヴォ 山口県下関市

483 N-side　eNs　nail 山口県周南市

484 ネイルサロンPeace 山口県防府市

485 Crystal Nail 山梨県甲府市

486 癒しのへや　マイム 和歌山県有田郡

487 よこぬき接骨院 和歌山県有田郡

488 楠本整骨針灸院 和歌山県田辺市

489 あかね整骨院・鍼灸院 和歌山県那賀郡

490 巽接骨院 和歌山県日高郡

491 いのうえ整骨院 和歌山県和歌山市

492 ドイツ式フットケア　ミットミーア 和歌山県和歌山市



本リストは、施術を受けられる方のためのリストです。それ以外の目的での使用は固く禁止します。












