
施設名称 施設所在地 施設ビル名 開設者(申請者) 開始年月日 確認番号

メンズスタジオ Ｂｅ・ｇｉｎ 天之川町2番35号 エクセル天之川102 宮崎 敏彦 2021-03-17 208-3

武藤理容館 伊加賀東町2番2号 武藤  昭 1964-04-10 1093

ヘアーサロン  エンゼル 伊加賀西町10番7号 下崎  卓司 2007-02-07 101-42

ヘアーサロン・シャレード理容室 伊加賀西町62番4号 草野  房子 1983-11-10 3025

ＣＯＣＯＲＯ 伊加賀寿町1番1号101 パークロード有馬 松本  丹市 2004-05-25 77-9

庄司理容室 伊加賀栄町5番12号 庄司  清智 1967-09-05 2156

理容  和光 伊加賀栄町14番16号12 京塚  信一 1971-12-11 4660

日本精線理容室 池之宮４丁目17番1号 池田  聴雄 1970-06-02 1550

ヘアーサロン  いのうえ 印田町25番1号 井上  典 2002-04-24 76-10

ヘアーサロン ナカウエ 宇山東町8番11号 中上 俊朗 2012-06-07 158 -2

ヘアーサロン  モアー 大峰南町1番11号 竹村  孝幸 1981-12-23 3240

ｈａｉｒ ｋｏｏｋａｉ 大峰南町11番8号 橋詰 誠人 2014-10-16 208-6

ヘア・サロン・エース 大峰南町12番23号 黒木  重治 1978-08-31 3361

理容ルビー 大峰南町15番8号 ⾧岡  勲 1979-07-30 1555

ヘアーサロン  ミゾガミ 大峰元町２丁目2番46号 溝上  静男 1994-07-08 47-13

アデランス枚方 岡東町5番23号 アーバンエース枚方ビル2Ｆ 株式会社アデランス 2020-03-10 208-4

式田理容 岡東町13番5号 式田八重子 1993-03-01 47-42

ｃｕｔ ｓｔｕｄｉｏ Ｔ・Ｍ 岡東町15番22号 松山 剛治 2008-04-03 153-10

株式会社アートネイチャー 枚方店 岡東町18番21号 枚方三和ビル３階 株式会社アートネイチャー 2017-06-02 208-1

理容プラージュ  枚方駅前店 岡本町2番16号 初亀ビル  １Ｆ 阪南理美容株式会社 2001-12-03 77-30

ビューティーフェイス 枚方店 岡本町7番1号 117 ビオルネ枚方 １F 株式会社そわか 2019-08-08 208-2

ＶＥＮＴＯ  ＦＲＥＳＣＯ 岡本町8番20号 左藤  剛 2009-02-12 153-6

ヘアスタジオ  ＢＯＹ 岡山手町10番7号 肥塚  好信 1986-03-31 61-78

ヘアーサロン  スター 小倉町13番10号 和田  博 1990-08-08 47-21

さんぱつ  ひらた 甲斐田新町22番7号 平田  ⿁代一 1973-01-24 5173

サロン  ド  雅 甲斐田東町1番20号 久野  雅也 1990-02-27 47-58

理容ニシキ 甲斐田東町30番5号 岩川 庄一 2013-01-08 158-10

ヘヤーサロン  くまなか 甲斐田町14番28号 熊中  春美 1989-08-17 47-19

理容  春日 春日東町２丁目26番10号 小林  忠義 1977-10-07 3660

ヘアーサロン  金沢 春日元町１丁目36番21号 金澤  鉄夫 1981-08-10 1629

カットサロン  ヒロシ 片鉾東町20番2号 田中  博司 1978-09-20 3742

ヘアーサロン  大海 上島町5番20号 大海  計雄 1964-04-10 1115

おしゃれサロン男爵 上島町8番11号 川端 義盛 2018-02-09 208-3

カットハウス  パーベニュー 北中振１丁目1番19号 佐藤  良二 2000-06-01 77-8

理容  戸川 北中振１丁目2番7号 戸川  美智恵 1963-05-22 1039



メンズビューティサロン  アイル 北中振１丁目14番11号 中田  廣二 1990-02-13 47-55

理容  うのき 北中振３丁目3番13号 鵜木  キヌ子 1967-03-21 6897

ヘアーサロン  ナカザワ 北中振３丁目21番2号 中澤  敏晃 1979-10-12 2387

理容  ミカド 北中振３丁目31番16号 下川  守 1971-12-11 4662

Cappuccino Hair Kitayama 北山１丁目23番1号 株式会社 ジャックと豆の木 2009-11-19 152 -9

ｂａｒｂｅｒ  ｓｈｏｐ  Ｐｒｅｇｏ 北山１丁目70番1号 平林広行 2005-08-30 72-16

ヘアーサロン・ハラ 禁野本町１丁目8番12号 原  允哉 1972-09-14 2789

理容グリーングリーン 禁野本町１丁目16番5号 グランドリス有馬１Ｆ 島井重樹 2005-07-12 72-8

クイックカットＢＢ イズミヤ枚方店 禁野本町１丁目871番 イズミヤ枚方店１階 株式会社将軍ジャパン 2017-08-25 208-2

ＯＷＬ（アウル） 楠葉朝日２丁目12番6号 井内  彰仁 2004-01-06 85-25

Ｂａｒｂｅｒ Ｓｈｏｐ Ｎｉｓｈｉｊｉｍａ 楠葉朝日３丁目4番7号 西嶋 正義 2020-03-31 208-6

カットハウス  男爵 楠葉中町1番1号 中川  孟 1989-09-12 47-28

へあーさろん  キヨシ 楠葉並木１丁目27番2号 寺谷  清 1977-09-24 3329

理容  ホープ 楠葉並木２丁目23番6号 松山  政治 1981-04-30 476

パパス楠葉店 楠葉並木２丁目29番37号 イーストンビル１Ｆ 谷口 修 2014-06-23 208-2

ヘアーサロン  えぐち 楠葉花園町3番7号 有限会社  ヘアーサロン  えぐち 1989-05-02 47-6

スターくずは理容 楠葉花園町12番1号 日本生命ビル２Ｆ ノア株式会社 1991-10-22 47-63

Ｂｅａｕｔｙ Ｆａｃｅ ＧＲＡＮＤＥ 楠葉花園町15番1号 京阪百貨店２Ｆ 株式会社リビアス 2009-09-15 152 -4

おしゃれサロン  クニツテル 楠葉美咲１丁目3番5号 前田  重憲 1973-09-05 2406

ヘアーサロン  ツル 高田１丁目1番41号 鶴林  松美 1977-02-09 5874

ヘアーサロン  マツダ 高田２丁目7番7号 松田  修兒 1980-03-31 4400

理容オスク・クリエイト・ハウス 高田２丁目16番10号 草野  駿介 1983-11-01 2852

ヘアーサロンピープル 高野道１丁目20番10号 有限会社近畿理美容 2006-12-11 101-35

理容  クール 香里ケ丘２丁目1番5号 Ａ４７－２ 松下  昭壽 1973-01-16 5148

理容 大丸 香里ケ丘３丁目11番1号 桐生 光子 2009-11-19 152 -6

Ｃｅｎｔｅｒ ｂａｒｂｅｒ’ｓ 香里ケ丘４丁目2番3号 濱田克則 2009-11-10 152-8

ヘアーサロン  モリワキ 香里ケ丘５丁目6番7号2 森脇  豊樹 2007-01-05 101-37

散髪屋  フォルテ 香里ケ丘９丁目9番1号 Ｄ４７－８ 今川  芳一 2001-11-20 77-25

セントジョージ 香里ケ丘１０丁目3468番11号 カーサＫＡ  Ａ棟１０１ 高取  真幸 1997-04-17 37-1

ヘアーサロン  みやび 黄金野１丁目2番15号 佐保  さち子 1981-12-04 3063

ヘアーサロン  こがね 黄金野１丁目2番38号 杉田  一弘 2011-08-11 158-4

ヘアーサロン  あい 御殿山町1番10号101 仙頭  健生 1994-11-15 47-26

ＤｕｋａＷ 御殿山町6番12号202 松島 貴規 2010-09-24 152-5

Ｈａｉｒ’ｓ  ＷＡＴＡＮＡＢＥ 御殿山町7番7号 渡邊  弘治 2003-11-12 85-22

理容  あきよし 御殿山南町3番53号105 秋吉  英二 1970-04-14 268

Ｓａｌｏｎ  Ｄｕｋａ 招提大谷２丁目24番17号 松島  貴規 2003-09-26 85-18



理容  オオメキ 招提中町１丁目48番18号 大目木 睦子 1971-10-25 3682

理容  ライク 招提中町１丁目48番27号 谷  武馬 1983-11-29 3279

カットハウス  エイト 招提平野町8番44号 野崎  敏生 1996-11-22 37-47

Ｔ＆Ｈ  おおいし 招提平野町10番2号 大石  時男 1978-06-15 1485

Ｋ・ｉｎｇ 招提南町１丁目41番8号 幸山 哲也 2007-09-12 153-3

京阪理容 招提南町２丁目20番8号 加賀城  正司 1998-06-12 77-10

ヘアーサロン  かい 招提南町３丁目7番2号 甲斐  忠志 1984-12-07 1397-2

ヘアーサロン  まつうら 招提南町３丁目11番5号 松浦  正夫 1986-11-05 82-65

ヘアーサロン  アメリカン 招提元町１丁目3番2号 細谷 正樹 2012-06-25 158-3

ヘアーサロン ポポロ 新之栄町5番4号 福岡 徳彦 2015-04-24 208-2

Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｅｍｉｌｙ 新町１丁目3番7号 枚方新町ビル4F 上原 祥子 2022-07-29 208-1

カットハウス  ピノキオ 須山町7番18号 風間  茂 1985-12-28 61-50

プラッチック  カプセル 須山町25番19号 原  健史 2001-01-23 77-32

メンズヘアー  ララミー 須山町31番1号 阪本  冨己男 1992-10-15 47-24

理容  サンムーン 宗谷２丁目15番5号 木戸  万宮 1995-02-03 47-41

理容 サカイ 尊延寺３丁目6番11号 樽口 虎二 2007-11-09 153-4

ヘアーサロン  アート 田口２丁目27番30号 向陽ハイツ  １Ｆ 後藤  勝英 1987-06-30 81-21

ヘアーサロンアメリカン春日山店 田口山３丁目1番13号 レオハイム春日山１Ｆ 末⾧ 裕之 2012-06-25 158-4

ヘアー  スペース  ミステル 田宮本町1番7号 森本  克馬 2005-02-08 77-34

Ｖｅｒｙ  Ｖｅｒｙ 津田駅前１丁目13番8号 有限会社アーティス 2020-10-21 208-1

ヘアーサロン  ハーバー 津田駅前１丁目25番3号 押川政伸 2005-08-16 72-14

ヘアーサロン  リキ 津田駅前１丁目35番6号 牧原  力 1989-04-07 47-3

ヘアークラブ  ＶｉＳ 津田駅前１丁目40番19号 高尾  弘 1998-06-23 77-14

ヘヤーサロン  ホンダ 津田西町１丁目4番22号 本田  久満 1991-04-01 47-48

スタジオ・ザ・髪 津田西町２丁目21番2号 株式会社 ＳＯＲＡ 1996-09-10 37-26

理容  ミヤギ 津田西町２丁目29番1号 宮城  登 1965-06-03 1875

髪庵 ｋｏｕｄａ 津田元町１丁目6番6号 神田 英樹 2013-10-04 158 -1

土井  理容所 津田元町１丁目9番19号 土井  清司 1972-08-16 2456

髪剪處 スパバレイ枚方南 津田山手１丁目24番1号 スパバレイ枚方南 北畑 哲次 2018-09-04 208-3

Ｂｅ－ＪＥＮＫ 堤町2番1号102 号  枚方パークハイツ 大西  直人 2001-12-14 77-35

ヘアーサロン  クーペ 出口２丁目22番4号 松崎  正盛 1996-01-05 37-37

西河  理容所 出口４丁目13番21号 西河  義行 1973-02-02 5364

Ｑｕｉｃｋ Ｓｔｙｌｅ ＳＡＭ 出口４丁目30番14号 村川 直俊 2009-09-29 152-5

ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ ＣＯＯＬ 堂山１丁目40番5号 竹内ビル１０１号 金子 和則 2015-08-27 208-4

ＢａＰ ｈａｉｒ 堂山３丁目1番5号 奥 洋一 2013-10-23 158 -2

ケルン理容 中宮東之町7番4号 米田  鼎 2002-07-10 76-15



ヘアー・サロンＶヴィ 中宮西之町25番21号 堀  信一郎 1999-04-15 77-1

想ひやりのカットハウス 中宮本町1番16号 冨田  敏男 1995-09-21 37-23

カットハウス  ウィングス 中宮本町9番26号 牧原  和弘 1995-12-01 37-25

Ｙｕ－Ｓｈｕｎ ⾧尾家具町１丁目2番16号 橋野 喜昭 2014-08-01 208-5

ヘアーサロン  ツカモト ⾧尾家具町２丁目4番22号 塚本達之 2007-02-20 101-45

おしゃれサロン  「シユン」 ⾧尾家具町３丁目5番28号 倉田  春男 1981-05-02 511

ヘアーサロン  オクノ ⾧尾家具町４丁目10番21号 奥野  九八 1980-05-20 595

ヘアースポット  オールドニュー ⾧尾谷町１丁目105番32号 原  勝彦 1993-09-08 47-22

床屋  秀 ⾧尾谷町１丁目304番4号 安東  進 1996-09-02 37-24

理容カットエー ⾧尾谷町２丁目12番1号 株式会社カットツイン 2021-05-26 208-2

メンズ  ヘアー  カッパー ⾧尾谷町３丁目12番19号 船迫  学 2006-10-16 101-22

おしゃれサロン  男爵 ⾧尾谷町３丁目15番6号 ⾧田  為喜 1974-04-15 3

ヘアーメイキング  髪物語 ⾧尾谷町３丁目30番1号 １０５ 小林  和之 1997-04-04 37-59

ヘアスタジオ クリーン ⾧尾峠町21番1号 池北 佳司 2020-03-16 208-5

ヘアーサロン  カワムラ ⾧尾東町３丁目1番4号 川村  秀雄 1995-12-19 37-34

ヘアーサロン  ファミリー ⾧尾西町２丁目1番53号 楠本  龍一 1980-01-23 3563

ＧＲＡＳＳ  ｈａｉｒ ⾧尾宮前２丁目22番27号 細川  郁文 1999-09-28 77-22

Ｃｕｔ Ｉｎｎ ＧＩＥＧＯＮ ＣＬＵＢ ⾧尾元町１丁目1番5号 大岸 正輝 2010-03-09 152 -11

ヘアーサロン  ヒゲ ⾧尾元町１丁目33番68号 山村  英樹 1994-04-07 47-61

ヘアーサロン  ヒロ ⾧尾元町３丁目10番3号 井上  正博 1980-03-21 4278

Ｈａｕｎｔ・ｈａｉｒ ⾧尾元町５丁目8番3号 窪田 隆市 2008-07-14 153-3

カットランド  ヘヴン ⾧尾元町５丁目10番6号 村田ビル２Ｆ 野村  文人 1995-05-09 37-7

カットスタジオ  プライド ⾧尾元町５丁目18番21号 有限会社シンキコーポレ－ション 2010-12-24 152-6

理容カットエー ⾧尾元町５丁目22番10号 ⾧尾駅前テナントビル１０１号 株式会社カットツイン 2006-11-22 101-28

Ｂｅａｕｔｙ Ｓｔｙｌｅ－Ｆ ⾧尾元町５丁目27番10号 クレールＮ２－101 藤井 なるみ 2019-04-11 208-6

カットスタジオ  ブレスト ⾧尾元町６丁目1番5号 チャオビル 有限会社シンキコーポレ－ション 2011-01-26 152 -7

理容室  タマ ⾧尾台２丁目21番7号 冨田  玉子 1978-05-20 7263

ヘアーサロン  タナカ 渚栄町6番2号 田中  光廣 1972-04-22 274

ＣＨｏｋｉ  ＣＨｏｋｉ 渚本町5番26号 新和光マンション１０１号 木村  勝則 2002-11-28 76-30

ヘアーサロン  バンビー 渚南町27番12号 小林  竜規 1990-04-10 47-1

パールヘアーサロン 渚南町46番17号 須曽  利明 1978-03-28 7189

ヨシダ理容所 渚元町15番7号 吉田  征輝 1981-04-03 54

理容  正 渚西２丁目5番8号 中越  正人 1973-03-31 6296

カットハウス ポリシー 渚西２丁目32番17号101 株式会社ポリシー 2012-12-14 158 -9

茄子帝釈店 茄子作１丁目12番6号 岩田  春雄 1994-07-01 47-11

テクニカル  スペース  パドック 茄子作１丁目42番28号 本谷  充弘 2004-10-27 77-27



ヘアーサロン  ナカタ 茄子作４丁目16番13号 中田  隆三 1993-01-22 47-37

ヘアーサロン  まつやま 茄子作４丁目27番11号 松山  忠義 1996-03-26 37-50

カットサロン 雄悟 茄子作４丁目34番2号 遠藤 雄悟 2016-11-16 208-1

ヘアーサロンＳ．Ｈ． 茄子作北町6番16号 廣⾧ 秀志 2012-04-16 158 -1

カットスタジオ  フィールド 茄子作北町31番22号 奥田  清人 2000-10-19 77-18

ＢＡＲＢＥＲ ＮＯＢＵ 茄子作北町31番22号 東 信昭 2015-08-25 208-3

ヘアーハウス  みずの 西禁野１丁目1番18号 水野  逸雄 1987-10-01 81-38

理容ヒラカタ 西禁野１丁目3番24号 平田  茂 1966-11-01 4286

ヘアーサロン・ウエダ 西禁野２丁目2番22号101 上田  武士 1975-06-28 1934

ＣＨＯＫＩ ＣＨＯＫＩ ＣＬＵＢ 西船橋２丁目7番8号 森 誠 2012-04-09 158-5

カットショップ  ドリーム 走谷２丁目4番13号 隈元  正貴 2003-08-01 85-12

ヘアーサロン  ながた 走谷２丁目9番5号 永田  辨次 1992-03-19 47-95

ヘアーサロン  ミノル 走谷２丁目25番10号 本田  實 1988-04-19 47-4

カットハウス  カワハタ 東香里１丁目23番23号 河畑  勇 1984-03-19 4583

ＢＢ ｆｏｒｅｓｔ 東香里新町1番23号 グランデ東香里１Ｆ １０１ 笹森 正輝 2018-06-18 208-2

まつ理容室 東香里南町5番29号 松本  功治 1982-04-01 4376

理容  キング 東中振１丁目65番6号 幸山  和男 1982-06-30 1229

サロン・ド・ロブス 東中振２丁目11番12号 宮西  英樹 1990-08-01 47-20

理容  にし 東船橋１丁目62番1号 西  克明 1979-07-04 1216

ＮＥＯ ＩＮＵＺＵＫＡ 東牧野町8番5号 犬塚 悟 2021-04-23 208-1

ヘアーサロン  アミスタ 東牧野町16番3号 川口  正弘 2004-01-09 85-26

Ｈａｉｒ × Ｄｅｓｉｇｎ Ｔｈｒｅｅ 東牧野町25番3号 佐々 隆一 2018-11-13 208-4

ヘアースタジオ Ｌｉｅｎ 東山１丁目48番1号 ローレル東山 １Ｆ １０３号室 小山 守一 2011-05-23 158-2

ヘアーサロン  ホリ 東山１丁目56番3号 堀  行利 1979-05-27 351

チェンジ 樋之上町4番1号 ネオライフ樟葉１０５ 岩崎 秀子 2011-04-25 158-1

理容室  さとう 氷室台１丁目4番18号 佐藤  來 1986-01-25 61-53

Ｍｅｎ’ｓ Ａｔｔｉｃ 藤阪中町6番40号 田井 一真 2015-04-17 208-1

カットハウス  男爵 藤阪東町３丁目1番9号 工藤  靜男 1983-05-14 637

ヘアーサロン「オリーブ」 藤阪東町３丁目7番25号 上杉  靖人 1980-12-22 3020

ヘアースタジオ ラフ 藤阪東町４丁目28番51号 松本  忠臣 1980-08-19 1509

カットスペース レーヴ 藤阪西町3番7号 株式会社レーヴ 2010-09-21 152-4

理容  ユキ 藤阪元町３丁目7番25号 中嶋  運代 1987-06-25 81-20

理容  ツインカム 星丘１丁目11番2号101 阿部  志郎 1992-03-02 47-89

ヘアーサロン  オオウエ 星丘１丁目15番5号 大上  忠義 1983-02-28 4434

理容  進藤 星丘２丁目3番22号 進藤  末治 1979-06-01 874

ユニセックスサロン 心太 星丘２丁目3番26号 畑 知壽子 2022-03-22 208-5



カットサロン  ヴィレッジ 星丘２丁目14番21号 近藤  忠弘 2002-06-04 76-12

散髪屋ふくろう 星丘４丁目8番1号 星ヶ丘厚生年金病院内 松島  恒夫 1999-11-24 77-29

さんぱつ処 M-two 星丘４丁目18番11号 大林 純也 2009-07-09 152 -2

理容  大阪 星丘４丁目21番23号 矢野  正彦 1976-05-06 7161

理容  サンコー 牧野阪１丁目8番11号 山川  建剛 1976-03-17 6993

カットサロン  ハッピー 牧野阪１丁目8番16号 水内  幸子 1992-01-14 47-81

Ｐａｒａ  ｄｉｓｅ 牧野阪１丁目11番5号 森田明典 2005-06-16 72-7

ヘアーサロン  啓 牧野阪２丁目2番18号 徳田  啓 1981-02-27 3811

シェービングサロン 隠れ家Ｃｏｏ 牧野阪２丁目5番1号 上羽ビル ４０３号室 隈部 貴美 2018-04-06 208-1

ヘアーサロン．モリタ 牧野阪２丁目9番15号102 阪口  年男 1998-08-05 77-19

ヘアーサロン ピース 牧野下島町1番8号 牧野ビル１０１－Ｃ 鈴木 哲生 2008-03-13 153-9

ヘアーサロン いこい 牧野下島町12番15号 朝田 圭悟 2008-01-21 153-6

ＨＡＩＲ－Ｍ 牧野下島町16番15号 鹿子木 博 2014-06-10 208-1

ヘアーサロンパール 牧野下島町18番9号 本告  政次郎 1973-05-08 543

理容  メトロ 牧野本町１丁目22番12号 赤澤  武 1973-07-06 1540

理容  キク 牧野本町１丁目30番17号 前田  敏雄 1969-10-02 4743

おしゃれサロン  フレンド 牧野本町２丁目24番2号 佐藤  国治 1988-08-05 47-18

Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ ＡＭＧ 町楠葉１丁目4番8号 シャルム橋内ビル１Ｆ 株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク 2008-03-04 153-8

カットサロン  Ｋｅｎ 町楠葉１丁目5番8号 上田  憲一 1984-05-01 170

ヘアーサロン  リック 町楠葉１丁目6番11号 クリオコート  １Ｆ 霜中  陸夫 1984-04-26 366

理容  せつ 松丘町7番3号 稲沢  節子 1974-05-08 533

ｈａｉｒ ｍａｋｅ ＳＵＧＩ 南楠葉１丁目1番1号 有限会社  ヘアーアンドフェイスサロン杉 1992-02-07 47-85

Ｌｉａ Ｒｅｖｅ ｓｕｇｉ Ｍｅｎ's 南楠葉１丁目1番31号 有限会社ヘアーアンドフェイスサロン杉 2010-05-21 152-1

ＢａｒＢｅｒ  Ｓｔｅｐ 南楠葉１丁目8番7号 濱浦  芳樹 1996-05-23 37-6

Ｂｒｉｇｈｔ レディースシェービングサロン 南楠葉１丁目22番3号 ＨＡＭＡハイツ３１５号室 髙田 真希 2021-09-07 208-3

ボヌール フェイス 南楠葉１丁目26番5号 飛鳥第５ビル ５０１号 中村 晴美 2022-01-20 208-4

ＬＥＡＦ 南楠葉１丁目54番10号 中葉  誠 2003-04-07 76-48

ヘアースタジオぱぺぽ 南楠葉２丁目4番3号 上坂  修 1990-04-16 47-3

ヘアーサロン  ホラ 南中振１丁目10番29号 洞  澄宏 2000-12-13 77-27

ファイブ 南中振２丁目12番4号 後藤  義春 1986-09-19 82-35

ヘヤーサロン  栄晃 南中振２丁目25番4号 和久田  浩 1976-07-19 1784

高岡  理容 南中振２丁目81番6号 高岡  豊子 1973-11-26 3834

男と女  カットハウス  タケナカ 南船橋１丁目1番3号 竹中  正之 1971-12-13 4676

理容  絹笠 南船橋２丁目1番7号 絹笠  憲明 1992-09-25 47-22

モリ理容所 都丘町17番32号 森  孝治 1977-05-23 1159

ヘアーサロン  ウノ 都丘町20番10号 宇野  善久 1967-09-05 1876



理容 平和 宮之阪１丁目19番5号 鎌田  須美子 1996-01-16 37-39

ｍ’ｓ ｃｏｎｔｒｏｌ 宮之阪２丁目2番5号105 阪本 貴幸 2007-12-12 153-5

ヘアーサロン  ビビッド 宮之阪２丁目14番35号 明比  修蔵 1984-12-17 1397-2

ヘアーサロン  こば 宮之阪３丁目25番22号 木場  勝二 1997-08-08 37-19

ｓｗｉｔｃｈ 宮之阪３丁目27番58号 坂上智博 2005-09-16 72-18

理容  ヤマダ 宮之阪３丁目32番1号 山田  利治 1971-02-05 8425

ヘアーサロン  タカヒラ 宮之下町1番20号 髙平  浩幸 1992-03-12 47-93

理容プラージュ 枚方香里ケ丘店 宮之下町1番25号 株式会社ハマ 2020-11-04 208-2

ヘアーサロン  ローレックス 宮之下町7番22号 Ａ－１２号 板金  博 1996-07-22 37-15

ジョイ  ボックス 宮之下町16番5号 松岡  勝彦 1994-04-06 47-1

理容  オアシス 村野東町29番16号 古河  實夫 1978-10-21 4340

ＨＡＩＲ ＳＴＵＤＩＯ ＴＷＯ：Ｃ 村野東町45番5号103 渡邊 恭弘 2021-03-24 208-4

ヘアーサロン レストタイム 村野本町7番26号 奥野 宗一 2010-06-03 152-2

理容  丸八 養父東町8番10号 山下  典明 1968-02-27 6265

ヘアーサロン  久保 養父西町13番10号 久保  悦雄 1987-11-17 81-50

Ｐ．Ｙ’ｓ 養父西町23番35号 熊野  雄一 1999-11-26 77-30

髪や 養父元町7番28号 小林  紀彦 1998-03-26 37-40

リザーブサロン・キモト 養父丘１丁目7番49号 木本  信代 1969-03-31 8167

ヘアーサロン  マエダ 養父丘２丁目25番8号 前田  義雄 1986-04-22 82-3

ｃｕｒｉｏｕｓ 山田池東町13番3号101 清水  一範 2000-03-31 77-53

Ｈａｉｒ  Ｃｌｕｂ  Ｃ’ｓ  Ｖｏｙａｇｅ 山田池東町18番57号 和久田  和憲 2003-10-31 85-21

産晃  理容所 山之上２丁目15番7号 濱本  哲男 1962-12-15 3305

ヘアーサロン かずのぶ 山之上２丁目16番8号 東  克信 2004-08-23 77-20

カットスタジオ  Ｋ１ 山之上４丁目30番1号106 下田  清勝 1995-11-14 37-29

髪工房まるやま 山之上東町8番2号 丸山  一将 2001-12-26 77-36


