
NO. 理美容 業者名 代表者名 住所 電話番号
1 理容 ﾍｱｰｻﾛﾝ　ﾈﾓﾄ 根本　チヨ子 滝根町菅谷字堂田514-1 78-2291
2 理容 すみれ理容所 駒木根　喜美代 滝根町菅谷字堂田342-6 78-2602
3 理容 大河原理容店 大河原　正 滝根町神俣字梵天川183-1 78-2384
4 理容 理容はしもと 橋本　建治 滝根町神俣字梵天川103 78-3127
5 理容 安斉理容所 安斉　歩 滝根町神俣字梵天川69 78-2688
6 理容 ﾍｱｻﾛﾝ　ﾋﾞﾊﾞ 草野　正子 滝根町広瀬字仲寺68 78-3624
7 理容 泉田理容 泉田　チイ子 大越町上大越字水神宮193-4 79-2245
8 理容 佐藤理容 佐藤　善次郎 大越町上大越字元池127 79-2062
9 理容 石井理容 石井　浩 大越町上大越字元池36 79-3332
10 理容 泉田理容所 泉田　貞美 大越町上大越字町134-9 79-2046
11 理容 ｶｯﾄｽﾀｼﾞｵ　ｸﾎﾞﾀ 久保田　敦 大越町下大越字三合田243-1 79-3202
12 理容 ｶｯﾄｽﾀｼﾞｵ　ﾜﾀﾅﾍﾞ 渡辺　唯一 大越町下大越字川向218 79-2367
13 理容 富塚理容所 冨塚　正夫 大越町牧野字中ノ町7 85-2304
14 理容 佐久間理容所 佐久間　チイ子 大越町牧野字笹ノ町120 85-3157
15 理容 遠藤理容室 遠藤　富寿 都路町古道字新町34 75-2046
16 理容 ｺﾝﾅｲ理容室 根内　みどり 都路町古道字新町65 75-3006
17 理容 すずらん理容 渡辺　八重子 都路町岩井沢字中作53-1 75-3252
18 理容 いこい理容室 渡辺　ミネ 都路町岩井沢字中作23 75-3241
19 理容 理容よしだ 吉田　兼隆 常葉町常葉字上町87 77-3011
20 理容 ﾌｼﾞ理容所 遠藤　幸喜 常葉町常葉字早稲川舘20-2 77-2690
21 理容 ﾍｱ-ｻﾛﾝ　ﾄﾐﾀ 富田　義郎 常葉町常葉字荒町11-2 77-3834
22 理容 橋本理容所 橋本　清司 常葉町西向字屋形79-1 77-3943
23 理容 武藤理容 武藤　伊津子 船引町今泉字砂田85 82-1648
24 理容 ﾍﾔｰﾜｰｸ 石澤　利子 船引町船引字五升車62-2 82-1238
25 理容 よしみ理容所 小石沢　昇 船引町船引字畑添35 82-0512
26 理容 理容好美 鹿又　常子 船引町船引字五升車33-3 82-1158
27 理容 ｷﾝｸﾞ理容 本田　清 船引町船引字畑添81 82-1725
28 理容 ｻﾄｳ理容 佐藤　信二 船引町船引字馬場35-1 82-1304
29 理容 はまお理容 浜尾　房光 船引町船引字屋頭清水212 82-2391
30 理容 ひまわり理容 佐久間　悊雄 船引町船引字反田18 82-1254
31 理容 わたなべ理容 渡辺　トメヨ 船引町船引字反田1 82-5288
32 理容 つぼい理容 坪井　信男 船引町船引字原田112-2 82-1059
33 理容 すずらん理容 渡辺　好子 船引町船引字安久津87-1 82-2350
34 理容 ﾏｼｺ理容 増子　規子 船引町船引字花木内98 81-1225
35 理容 石森理容(ﾍｱｰｻﾛﾝ石森)佐久間　登喜代 船引町石森字中ノ内110 82-4076
36 理容 理容おおうち 大内　壽 船引町春山字上ノ台287 82-0273
37 理容 吉田理容所 吉田　仁子 船引町芦沢字樋ノ入210-1 82-2221
38 理容 ﾖｼｺ理容室 渡辺　ヨシ子 船引町芦沢字霜田2-2 82-4109
39 理容 ﾍｱｻﾛﾝ　えむ 郡部　みづる 船引町芦沢字皀莢窪72-3 82-3080
40 理容 ｶｯﾄﾊｳｽ　ごとう 後藤　勝一 船引町東部台1-117 82-1264
41 理容 ｸﾘｯﾊﾟｰ　clippr 佐藤　明彦 船引町東部台3-106 82-4466
42 理容 髪工房　ﾋﾛ 佐久間　洋行 船引町東部台3-48 82-5294
43 理容 理容ｻﾄｳ 佐藤　昭雄 船引町要田字要田4 62-7143
44 理容 飛田理容 飛田　恵子 船引町石沢字町96 84-2271
45 理容 理容ﾔﾏｷﾞｼ 山岸　峰男 船引町北鹿又字萱ノ尻95-2 82-3507
46 理容 ﾍｱｰｻﾛﾝ　よしこ 石井　美子 船引町北鹿又字小山73-5 82-0628
47 理容 伊藤理容所 伊藤　勝男 船引町新舘字軽井沢861-1 84-2066
48 理容 ﾍｱｰｻﾛﾝ本田 遠藤　弘之 船引町上移字根岸7 86-3131
49 理容 東京軒理容 水野谷　美栄子 船引町北移字雁万作150 86-2556
50 理容 ﾍｱｰｻﾛﾝ　ﾙｰﾂ 栁沼　広貴 船引町芦沢字霜田39-1 61-6003
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NO. 理美容 業者名 代表者名 住所 電話番号
1 美容 ｶｯﾄﾊｳｽ　ﾊｰﾓﾆｰ 村田　十志子 滝根町神俣字五林平191 78-3878
2 美容 ﾕﾘ美容室 鹿又　トメ子 大越町上大越上川原79 79-2568
3 美容 ｼﾞｭﾝ美容室 佐藤　淳 大越町上大越字鷹待田131 79-2013
4 美容 さくら美容室 遠藤　八重子 大越町上大越字古川73-1 79-3384
5 美容 ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ　Tukahara 塚原　孝子 大越町上大越字古町108 79-3665
6 美容 ｲｼｲ美容室 渡辺　聖子 大越町上大越字町181 79-2325
7 美容 ﾌｼﾞ美容室 和泉　みい子 大越町上大越字元池47 79-3168
8 美容 ﾁｪﾘｰ美容室 秋元　富子　 大越町下大越字町24-1 79-2767
9 美容 さくま美容室 佐久間　良子 大越町牧野字笹ノ町1 85-2105
10 美容 ｼｽﾞ美容室 宗像　しずえ 都路町古道字新町46 75-2085
11 美容 千恵子美容室 加藤　千恵子 都路町古道字新町32 75-3030
12 美容 銀座美容室 松本　長子 都路町岩井沢字小保内100 75-3281
13 美容 よしの美容室 吉田　誠 常葉町常葉字中町65-1 77-2166
14 美容 ﾍｱ&ﾌｪｲｽｻﾛﾝ　しらいわ美容室白岩　高子 常葉町常葉字上町77 77-2278
15 美容 ときわ美容室 佐藤　かつ子 常葉町常葉字中町47 77-3084
16 美容 みきｻﾛﾝ 富塚　洋子 常葉町常葉字荒町38 77-3122
17 美容 ｻｶｴ美容室 白岩　ゆり子 常葉町常葉字上町94 77-2043
18 美容 ﾜｶﾐ美容室 佐藤　初子 船引町門沢字札状前17 85-2877
19 美容 ﾍｱｻﾛﾝ　ほりこし 吉田　弘子 船引町堀越字原152 85-3024
20 美容 ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ　ごとう　 後藤　君子 船引町堀越字丸森132-1 85-2045
21 美容 ﾙﾋﾞｰ美容室 大原　千枝子 船引町今泉字田中75-1 82-4450
22 美容 白ゆり美容室 菅野　ゆかり 船引町船引字五升車6-1 82-0256
23 美容 ｲﾏ美容室 佐久間　ミツイ 船引町船引字原田113-5 82-0199
24 美容 ひまわり美容室 佐久間　京子 船引町船引字反田44-1 82-1254
25 美容 ﾏﾐｰ美容室 鈴木　キミエ 船引町船引字北町通87-2 82-2750
26 美容 ﾏﾂﾐ美容室 松本　ミエ子 船引町船引字五升車35-1 82-0874
27 美容 わかば美容室 小石沢　善延 船引町船引字平舘77-1 82-0629
28 美容 ﾎﾟﾋﾟｰ美容室 渡辺　代子 船引町船引字花木内5-2 82-0783
29 美容 ｶｯﾄｲﾝ由美 柏原　由美子 船引町船引字平舘18-1 82-3927
30 美容 ｻﾛﾝﾄﾞ・とし 本田　宏毅 船引町船引字五升車62-3 82-3286
31 美容 ﾍｱｰｻﾛﾝ Z‐TOP 橋本　敦 船引町船引字鐙ヶ池2-5 82-5356
32 美容 ﾋﾞｭ-ﾃｨ-　ｱｯｼｭ 今泉　一則 船引町春山字上ノ台42 82-4321
33 美容 CECIL・ｾｼﾙ・ﾍｱｰ 佐久間　久美子 船引町東部台2-177 82-4757
34 美容 ｱﾄﾘｴ　ﾐｭｳ 渡辺　雪 船引町東部台3-31 81-1518
35 美容 美容室ﾔﾏｷﾞｼ 山岸　文江 船引町北鹿又字萱ノ尻95 82-3507
36 美容 新田美容院 新田　和子 船引町上移字後田63-4 86-3108
37 美容 みわ美容室 三浦　美和子 船引町中山字遠下157-3 86-2083
38 美容 東京軒美容 宗像　ミヨ子 船引町北移字雁万作150 86-2556
39 美容 サロン　Ｍ 小川　三枝子 郡山市台新二丁目14-20 090-3750-6364

40 美容 903 hair 岩瀬　文枝 船引町堀越字新田164-1 61-5503
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