
◆理容・美容・クリーニングお得なクーポン券取扱い店名簿                           R04.07.01現在
業種 地区 事業所名 代表者氏名 〒 所在地 電話番号

1 クリーニング業 福岡 三井クリーニング店 三井 雅春 4210521 牧之原市福岡155-2 52-0504
2 クリーニング業 波津 大石クリーニング 大石 正 4210523 牧之原市波津772 52-0503
3 クリーニング業 波津 オリエンタル商会 藤永 忠久 4210523 牧之原市波津830-4 52-1015
4 クリーニング業 菅山 もりたクリーニング 森田 宏 4210514 牧之原市菅ケ谷239-5 52-2301
5 クリーニング業 地頭方 白洋舎クリーニング 堀川 成洋 4210532 牧之原市地頭方1-162 58-0813
6 クリーニング業 静波 ㈲平松ドライクリーニング店 平松 嗣章 4210422 牧之原市静波134-2 22-0575
7 クリーニング業 細江 キヌムラクリーニング 絹村 智昭 4210421 牧之原市細江868-5 22-3339
8 クリーニング業 細江 ㈱クリーニングのカドタクリーニングマイン 門田 俊夫 4210422 牧之原市静波1750-14 22-5150
9 理容業 相良 イマムラ理容室 今村 雅司 4210522 牧之原市相良123-1 52-2197

10 理容業 相良 カットハウスうえた 植田 博文 4210522 牧之原市相良19 52-4554
11 理容業 福岡 ﾍｱｰｻﾛﾝマスダ 増田 英一 4210521 牧之原市福岡3 52-0485
12 理容業 波津 理容タカミ 高見 佳希 4210523 牧之原市波津1650-1-2 52-1592
13 理容業 波津 ナカニシ理容 中⻄ 則之 4210523 牧之原市波津426-7 52-3286
14 理容業 波津 ＢＡＲＢＡＲ旭 植田 容隆 4210523 牧之原市波津2-71 52-3251
15 理容業 波津 ﾍｱｰｻﾛﾝマツシタ 松下 賢治 4210523 牧之原市波津716-1 52-0571
16 理容業 波津 理容ウエタ 植田 芳行 4210523 牧之原市波津817 52-1714
17 理容業 須々木 村松理容所 村松 隆行 4210524 牧之原市須々木805 52-0177
18 理容業 大江 伊藤理容所 伊藤みつ江 4210512 牧之原市大江41-1 52-1530
19 理容業 菅山 ヘアーサロンヤマザキ 山崎 和⺒ 4210514 牧之原市菅ケ谷1798-2 87-2254
20 理容業 萩間 床屋あるぷす 中山 香 4210505 牧之原市中⻄381 54-1077
21 理容業 萩間 ﾍｱｰｻﾛﾝナカムラ 中村 正 4210508 牧之原市⻄萩間587-8 54-1033
22 理容業 牧之原 ﾍｱｰｻﾛﾝミズノ 水野 昌治 4210501 牧之原市東萩間2747-2 27-2438
23 理容業 地頭方 ｶｯﾄｻﾛﾝ藤田 藤田 義久 4210532 牧之原市地頭方1165-1 58-0370
24 理容業 静波 マイヘアーセキグチ 千葉 和代 4210422 牧之原市静波282-2 22-4384
25 理容業 静波 ミチタ理容所 道田 憲一 4210422 牧之原市静波467-3 22-0383
26 理容業 静波 アーリー 山本 浩 4210422 牧之原市静波2220-519 080-3658-7583

27 理容業 静波 ヘアーサロンカモメ ⻑谷川富雄 4210422 牧之原市静波2732-2 22-2529
28 理容業 静波 森田理容所 森田 治子 4210422 牧之原市静波975 22-0585
29 理容業 静波 ＣｕｔＲｏｏｍ Ｍʼｈａｉｒ 前田 敦紀 4210422 牧之原市静波 2368 23-0201
30 理容業 静波 ヘアーサロン タンジ 丹治 稔一 4210422 牧之原市静波2937-4 22-2506
31 理容業 細江 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ ＢＯＮＤＳ 照井 征幸 4210421 牧之原市細江2009-1 22-7151
32 理容業 細江 ヘアーサロン・サカキバラ 榊原 信幸 4210421 牧之原市細江1046-1 22-0495
33 理容業 細江 カットサロン ＹＯＵ 今井日出子 4210421 牧之原市細江1208-3 22-1739
34 理容業 細江 栄⻯軒理容所 藤田 佳久 4210421 牧之原市細江2112-1 22-0092
35 理容業 坂部 飯田理容所 飯田 智⺒ 4210412 牧之原市坂部4505-2 29-0503
36 理容業 勝間田 知久理容所 知久 誠宏 4210402 牧之原市勝間229-3 28-0333
37 理容業 勝間田 ＦＣＳ 中村 房代 4210404 牧之原市静谷222-9 22-7252
38 美容業 相良 タネモ美容室 種茂千登世 4210522 牧之原市相良87-1 52-0472
39 美容業 波津 ㈱グランド・ヴォーグ 平野 晴一 4210523 牧之原市波津104-1 52-2267
40 美容業 波津 若草美容院 増田 昌子 4210523 牧之原市波津772-5 52-0524
41 美容業 波津 みち美容室 大井 彩聖 4210523 牧之原市波津1-9 52-0122
42 美容業 波津 ビューティサロンひな 松下美千代 4210523 牧之原市波津782-1 52-2140
43 美容業 波津 美容室 はる 井澤 要子 4210523 牧之原市波津856-1 52-5413
44 美容業 大江 太田美容室 太田 淑子 4210512 牧之原市大江47-9 52-1172
45 美容業 大江 カットハウス グルービー 伊藤 弘子 4210512 牧之原市大江47-34 52-4800
46 美容業 大江 ｎｅｅｉｍｕ 紅林 洋美 4210512 牧之原市大江1870 28-7982
47 美容業 大沢 Ｃｈａｒｍｅ 大野 澄子 4210526 牧之原市大沢1-71 080-6961-3555

48 美容業 菅山 ダイアン美容室 清水 里子 4210514 牧之原市菅ケ谷68-7 52-2469
49 美容業 萩間 永田美容院 永田 祐子 4210504 牧之原市⿊子168-8 54-0506
50 美容業 萩間 HAIR SALON Solana 八木恵美子 4210502 牧之原市白井137-1 54-1637



51 美容業 萩間 uni hair salon ⻄尾 夏美 4210504 牧之原市⿊子72-14 74-0881
52 美容業 地頭方 Beauty room Lei moni 加藤つばさ 4210532 牧之原市地頭方1126-1 58-2001
53 美容業 新庄 プリズム ヘアーデザイン 寺田 茂⺒ 4210533 牧之原市新庄2624-2 090-8964-9022

54 美容業 細江 Ｓｗｉｔｃｈ  大塚 知実 4210421 牧之原市細江4586-1 22-3138
55 美容業 静波 ＲＵＮＥルーン 芳村 綾子 4210422 牧之原市静波272-1 22-5093
56 美容業 静波 福美美容室 福島 芳枝 4210422 牧之原市静波576-1 22-2630
57 美容業 静波 one piece 佐野 純 4210422 牧之原市静波2219-281 23-0556
58 美容業 静波 ヘアーサロンモントーク ⻘井陽⼆郎 4210422 牧之原市静波１６９８−６ 24-1277
59 美容業 静波 ＳＥＲＥＮＤＩＢ 篠原 昭美 4210422 牧之原市静波2007-3 22-3280
60 美容業 細江 ビューティーサロン  シバタ 柴田 都子 4210421 牧之原市細江1470-1 22-1860
61 美容業 勝俣 美容室  パレット 藤浪 瑞示 4210414 牧之原市勝俣2054-1 22-3088
62 美容業 静波 美容室コア 名波 泰臣 4210422 牧之原市静波3355-2 52-3266
63 美容業 細江 サロンドじゅん 芝本 純子 4210421 牧之原市細江4289-7 22-5275
64 美容業 細江 京子美容室 藁科 京子 4210421 牧之原市細江1623-2 22-3035
65 美容業 細江 みち江美容院 益田利奈子 4210421 牧之原市細江358-1 22-0838
66 美容業 細江 ニシザワ美容室 ⻄澤 順子 4210421 牧之原市細江809-6 22-4773
67 美容業 細江 Cuore 大石 健太 4210421 牧之原市細江５６７ 22-7272
68 美容業 細江 ビビアン 市山 明美 4210421 牧之原市細江3270-1 22-7098
69 美容業 坂部 ビューティーたいむ 吉添 美苗 4210411 牧之原市坂口1414 29-0592
70 美容業 勝間田 ｃａｃｈｅｔｔｅ 鈴木 七恵 4210406 牧之原市勝田1457 28-0677
71 美容業 切山 ㈱ＯＴ  santi hair farm 太田 亮 4210401 牧之原市切山2715-1 27-1000
72 美容業 住吉 美容室シスターズボックス 松田 栄子 4210301 吉田町住吉1611-6 33-3466
73 美容業 片浜 ｎｏａ ｎｏａ 関口絵里加 4210511 牧之原市片浜3381-3 52-6363
74 美容業 静波 Ｒｅｌａｔｉｏｎ 江口 愛美 4210422 牧之原市静波1699-174 23-9918
75 美容業 坂部 Ｓｏｕｌ,Ｂ 須藤喜美子 4210412 牧之原市坂部3788-1 29-0380
76 エステティック業 仁田 エステティックサロンＬＵＣＩＡ 鈴木 美穂 4210413 牧之原市仁田108-17 24-1077
77 エステティック業 静波 Ｎａｔｕｒａｌ 鈴木 彰子 4210422 牧之原市静波1697-33 22-5929
78 リラクゼーション業 相良 Ｐｅｒｉｄｏｔ 寺尾 幸子 4210522 牧之原市相良107 52-0409
79 リラクゼーション業 大江 もみのしっぽ 森田 弥生 4210512 牧之原市大江1516-1 080-3652-0381

80 リラクゼーション業 道場 からだ工房 アカラ ⻑谷川幸代 4210415 牧之原市道場41-3 22-2232
81 リラクゼーション業 大江 SUBURB 紅林 親 4210512 牧之原市大江1870 090-4157-0420

82 ネイルサロン 細江 合同会社Afour leaf 田中 さやか 4210421 牧之原市細江1445-1 22-6031


