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業種：生活関連サービス業、娯楽業 （２３６件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

アルペンクイックフィットネス ショップス市川 鬼高３－２８－１６ショップス市川２階 

理容レインボー 南八幡３－５－１０ 

カットハウスやなぎ 東大和田１－１４－９ 

g*rossa 南八幡５－１８－１３ 

イプセン榎本 国分２－１１－２１ 

ビューティサロン美樹 曽谷５－２４－１０ 

ティアラリュクス本八幡校 南八幡４－１－１３本八幡ＤＡＩＫＩＣＨＩビル３階 

ティアラリュクス本八幡店 八幡２－３－８シャンポール２階 

ティアラリュクス市川南口店 市川南１－１－１ザ・タワーズイースト１階 

Nail Salon Spark 南行徳１－１８－１７－２０ 

faith 八幡４－５－５ 三條店舗１階 

美容室コスモ 相之川４－４－１３吉田ビル１０４ 

ニッケコルトンテニスガーデン 鬼高１－１－１ 

エアプラスヨガ 八幡２－１４－１５ 久保ビル３階 

Persimmon hair&Lapo 東菅野４－４－２５ 

Soins 欠真間１－５－８ 

Crescente  南八幡４－８－１ 

ビューティ井上 新田３－１８－１１ 

REVOIST妙典イオン前店 妙典５ー５－１４－１０４ 

REVOIST妙典塩焼店 塩焼２ー１－９－１０１ 

REVOIST妙典末広店 末広１ー９－１－１０１ 

REVOIST南行徳駅前店 南行徳１ー１６－１－２０１ 

REVOIST行徳駅前店 行徳駅前２ー１６－５－２０２ 

（有）Vanves 市川１－１０－９サンパレスＣＡ田中１Ｆ 

レインボー本八幡店 南八幡４－１－１２ パインズビル２階 

MAIKAI 大洲２－１０－１３ 

トリート ヘア デザイン 妙典店 妙典５－５－２２ ラフィネ・パレ１Ｆ 

トリート ヘア デザイン 南行徳本店 南行徳３－１－６ 

https://www.ibsen.co.jp/renewal/shop/27.php
https://www.nikkecolton-tennis.jp/
https://www.airplus-yoga.com/
https://alohamaikai.jimdofree.com/
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000453063/
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000314813/
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サロンドくーぷ 大野町３－１６９７ 

美容室ケイズ 田尻４－１１－１７ 

カメリア 南八幡３－５－５ 

ヘアーサロンつちや 新田４－１２－２２アトウマンション１Ｃ 

ビューティーサロン由美 市川４－７－５ シャトー鴻ノ台１Ｆ 

カバサワ理容店 市川１－２１－４  Ｋ －１ビル 

ビハウス行徳 行徳駅前２－２２－２高橋ビル１Ｆ 

髪業 鬼高３－２８－１６ショップス１Ｆ 

THE SIRA市川南店 市川南１－３－４ 及川ビル１Ｆ 

THE SIRA 市川店 市川２－３０－２５ 大門店舗Ｄ 

頭痛専門整体院 和 南八幡１－１０－２ スイートキャッスル市川１０４ 

LomiLomi 日之出１５－１９ 

キッズフル 市川１－４－１０ 市川ビル８Ｆ 

ヘアーサロン イシカワ 相之川３－１２－２ 

カットサロンかよこ 末広１－７－１１ 

ラクーンクリーニング真間店 真間２－８－８ 

キアンティ 市川店 市川１－４－１０ダイエー市川店１１階 

Coco-Chouette 欠真間２－１３－１３  １Ｆ 

ヘアーデザイン・HIDE 行徳駅前４－１７－３ 

カットスペースセンス 福栄２－１９－２３ 

ダスキンアオバヤ相之川店 相之川３－２－１３－４階 明光企画ビル 

ヘアーサロンＣＲＩＢ 南行徳１－１８－３稲毛マンション１０２ 

よもぎちゃん 相之川４－１３－１１－２０２ 

ボディインプルーブ 福栄４－１－１４－１Ｆ 

筋膜整体院 CoCoからだ 妙典３－１５－２－１０２ 

ブラッシュアップヘアーデザイン 千葉富浜１－２－２８ジュネス富浜１Ｆ 

Zen 行徳駅前 １－２６－１３ ＥＮＤＯ２ビル５階 

ヘッズ ex 市川１－１２－２２－ｂ１ 

ヘッズ 八幡３－１－１８ 増田ビル２ｆ 

https://kamiwaza.stars.ne.jp/
http://the-sira.com/
http://the-sira.com/
https://www.kazu-zutsusenmon.com/
https://kidsful.jp/
http://www.aobaya.co.jp/
https://www.body-improve.com/
https://wonderers.standup87.com/
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グローバルゴルフクラブ 行徳駅前１－２１－１４ 

Mille mercis ミル・メルシィ 末広１ー１６ー１３ゆうきビル１Ｆ 

Esthe CoCo 本八幡店 南八幡４－５－２ 朝日ビル２０３ 

コリカル本八幡店 八幡３－１－１８ ＡＤビル３階 

美容室ティーアイズ 市川１－２７－６ 

ヘアーサロンウィング 行徳駅前２－１７－１２堀木店舗 

Ash行徳店 行徳駅前２－１－６ アルファコアビル１Ｆ 

ティップネス南行徳店 相之川４－９－１０ 

サンラッキー市川店 鬼高３－２８－１６ショップス市川２Ｆ 

ヘアーサロン センス 行徳駅前２－３ ポニーショッピングセンター １Ｆ 

Nail&Este Laule'a Beauty 南行徳３－１７－１６－３０４ 

White Ray 新田４－６－７－６０１ ハシモトビル 

TOTALBEAUTY CoCoChi 湊新田２－９－６ ウッドサイド行徳１Ｆ 

リプトン・ヘア 行徳駅前１－１４－１１サトミ３番館１０１号 

VIVIEN 真間２－１７－１７薗部ビル１Ｆ 

クリーニングローレル 本店 南大野３－１４－８ 

トータルビューティーサロンキララ 行徳駅前２－１６－２－３Ｆ 

美容室 ALETTA 北方２－３４－１０ 

The B 八幡２－１６－７ 三愛ビル３階 

FLIP B AVEDA 南八幡４－７－１２ 

メガネドラッグ 本八幡駅前店 八幡２－６－１２ 

ブリランテ 市川南２－９－２８アトラス市川１０２ 

よもぎ蒸し coco 新井３－７－２ ハイブリッチマンション１０８ 

株式会社 海月 扉 gate 南行徳１－１８－６第一大幸ビル１Ｆ Ｃ号室 

how to fly 行徳本校 行徳駅前２－２０－１－１Ｆ 

美容室 Aria 大野町３－１９５６ 

Beauty Salon Takeda 南大野３－１４－６ 

abierto 南八幡４－１６－１２ルネス本八幡南１Ｆ 

クリーニングローレル パークハイツ店 南大野２－３－２７ 

https://www.esthe-coco.com/salon/chiba/motoyawata.html
https://korikaru.com/
https://ash-hair.com/salondata/detail/242/
https://laulea-nail4days-school.jimdofree.com/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000488477/
http://cocochi-hair.com/
https://beauty-okamoto.co.jp/theb/
https://beauty-okamoto.co.jp/flipb/
https://www.meganedrug.com/
https://wazacule.com/
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クリーニングローレル 工場店 南大野１－４７－５ 

ワールドウィング市川 市川２－１６－１ アヴニール市川１Ｆ 

コナミスポーツクラブ 妙典 妙典４－４－２７ 

コナミスポーツクラブ 市川 鬼高１－１－１    

ADVANCED aR2 南八幡４－１５－１７ 桝屋ビル３０２ 

クリエイティブヘアー フジタ 高谷１－４－６ 

ｉｒｉＥ ｈａｉｒ 八幡３ー２７－７ ＫＳビル１Ｆ 

ネイルサロン INTI 市川南１－７－３０ エステート・ＹＯＵ １Ｂ 

sorriso 南八幡４－８－１４カドヤビル２階 

ビューティーサロン ちゃい夢 菅野６－２－２ 

美容室ジャム 市川２－１－１パークノヴァ１０２ 

HAPPY NEST 欠真間２－１９－１８ 

ビューティー まどか 菅野４－１８－２７ 

花花り 南八幡４－４－１３ 

有限会社黒川クリーニング照会 市川３－２９－８ 

HairstudioMIST's(美容室ミスト) 市川南３－２－１メゾンメイプル１階 

Naughtygirl 菅野２－１２－１５ 

Brand-Pit 本八幡支店 八幡２－１６－１４東葉ビル５階 

しらぎく美容室 鬼越２－１５－７ 

I-RO-HA 八幡２－７－２０富士物産本社ビル２０１ 

カットサロンオカノ 下新宿６－１７ 

BARBERSHOP meister 国府台２－９－１５ 

ローズマリー 南行徳２．６．６０ 

ゴールドジム本八幡千葉店 八幡２－１５－１０ 本八幡駅前共同ビル８Ｆ 

ヘアーサロン プリズム 塩焼２－３－２０ロイヤルハイツ３－１０３ 

洗たくや プリート 市川３－２７－２４ 

ヘアーステップ美美 稲荷木３－４－１２ 

Hair space Roots 行徳駅前２－２０－２ サンシャインコート１０１ 

ヘアーサロン FEEL 妙典３－１５－１６－１０１ 

http://www.tlsbmlt.com/
https://information.konamisportsclub.jp/ksc/004067/
https://information.konamisportsclub.jp/ksc/000401/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000467889/
https://nailbook.jp/nail-salon/20788/
https://brand-pit.jp/shop/
https://www.goldsgym.jp/shop/12180
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WAVE市川店 鬼高３－２８－１６ ＳＨＯＰＳ ２Ｆ 

美容室 Forum Mint 湊新田１－１４－１１ 

ジェイホテル 八幡３－１９－３ 

クリーンスパ市川 上妙典１５５４ 

R&F 新田４－２－５ ヒロハイツ１階 

GUILD HAIR＆SPA 相之川４－１２－１０ 

Salon de With 八幡店 八幡３－２５－１１ 

euryops 市川南１－１－２山晃社ビル２０１ 

Salon de With 市川店 真間１－１２－５ 

statice 市川１－２１－７クレール市川１０１ 

美容室 K-ONE 東菅野１－３３－２２ 

ヘアーサロン 1丁目 市川１－１４－７ 

ｈａｉｒ ｂｅａｕ  宝１－２－５ 

Salon de With 本店 東菅野１－１６－２４ 

へあーさろん きんぐ 若宮２－１３－１０ 

ヴァラン 南八幡３－８－１４－１０１ 

ディサイドスター 南行徳１－１８－１１－１Ｆ 

リセット 市川１－１１－８ アークス森４０３ 

ヘアシック 南八幡３－５－８ 

美容室ピアス 北方１－９－１１鬼越アパートメント 

カットハウス YAGI 香取１ー２ー１１ 

EARTH妙典店 妙典５－４－２６イクシブ妙典１Ｆ 

グラシアス 東菅野１－１９－７ カトレアハイツ１Ｆ 

清龍寺観音院 南八幡４－１５－１０ 

ヘアー＆メイク affable 柏井町１－２０７５ 

リンキィディンクスタジオ本八幡 南八幡４－７－１３ シャンポール本八幡２０１ 

ルクラブ ジャスティス 八幡２－５－２０ イーストビル芝田３階 

HAIR&MAKE EARTH行徳店 行徳駅前１－２２－１６ハイブリッチビル１Ｆ 

フォーメンズヘアセンス 相之川４－２－１６シャルマン南行徳１０１ 

http://www.hairstudio-wave.com/ichikawa.html
https://f-mint.net/
https://www.j-hotel.co.jp/
http://rfl-kosuge.jp/
https://www.guild2019.com/
http://www.salondewith.com/salonyawata/
http://www.salondewith.com/salonichikawa/
http://www.salondewith.com/salonhonten/
http://king.amsstudio.jp/
http://reset-body.com/
https://www.h-chic.com/
https://rinky.info/studio/motoyawata/
http://j.le-club.co.jp/
https://my.saloon.to/?g=10500&m=0156&introduction_clear=1
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美容室ツチヤ 真間３－１－７ 

美容室バンブゥ 東菅野２－１４－１９グレーシア１０１ 

SENSE  新田４－５－１７プラスワンビル３０１ 

美容室由 東菅野１－１６－１６－Ｂ 

ヘアーワークス トラスト 行徳駅前１－１６－２ 

理容エイコー 北国分２－１４－１０ 

ルモンドエース市川妙典 妙典４ー１ー１ イオン市川妙典店２ー街 

a.seed    南八幡３－６－１１－１Ｆ 

Cutting Project    Ritchie Blackmore 真間１－１０－１３ 

カット専門美容室 Story 市川店  市川１－２－１４ １Ｆ 

カット専門美容室 Story 本八幡店 南八幡４－６－３ １Ｆ 

理容 ABC 南八幡４－１－１３１Ｆ 

理容 ボンボン 南八幡４－６－４ １Ｆ 

ホームドライ 南行徳１－１３－５ 

SALON de Shige 南八幡３－８－１３－１０６ 

アルモニ ヘア 行徳駅前１－２６－８ トシビル２Ｆ 

JOYFIT24 イオンタウン市川大和田 大和田１ー１－１ イオンタウン市川大和田店 ２階 

プレシャス 宮久保１－１－２１ 

Hair Clair 国分１－５－１０ 

美容室 RAMMY 真間２－２４－２０ 

クイック 15 本八幡店 南八幡４－９－１ メガドンキホーテ４階 

山崎製パン企業年金基金会館 市川１－３－１４ 

市川グランドホテル 市川１－３－１８ 

torico hairdesign 南八幡５－１１－５   判澤マンション１０５号 

らく～ね市川妙典店 妙典５－３－１イオン市川妙典店一番街２階 

ザックヘア 市川南１－１－４ ＳＡＰ市川Ⅴ １Ｆ 

美容室 Lakinaia 南八幡３－３－１０ 

ファミリーサロン ベアーズ 南大野 １ー１ー２９ 

ヘアーサロン スガ 塩焼２－４－１２ 

http://www.sense-ichikawa.jp/
http://trust-hair.com/
http://www.p-world.co.jp/chiba/lemonde-ichikawa.htm
http://www.story.co.jp/
http://www.story.co.jp/
https://www.instagram.com/salondeshige/
https://joyfit.jp/ichikawaowada/
https://www.precious3717055.com/
https://www.yamazakipan-nenkinkaikan.jp/
https://torico311.com/
http://www.raqoone.jp/ichikawamyouden/coupon/
https://www.thac-hair.com/index.html
http://www8.plala.or.jp/riyou-bears/
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アリア 新田５－９－２２ドミールミズキ１０５ 

リタイズム美容室 真間１－１０－１３ ２Ｆ 

ヘアー&エステ オアシス 曽谷１－３０－１６ 

ヘア－バンクリップ 真間２－１４－１４ ジュノブル真間１ＦＢ 

ほうじょうカイロプラクティック 市川１－２７－６ 

piacco 南八幡３－１０－７ １Ｆ－Ｂ 

HAIR SALON クール 北方町４－１８７４ 

ビューティーサロン・シルク 中国分５－２－５ 

Mauchline 市川３－２７－２０ ＬＳＰ１０８ 

ジェフ・ヘアースタジオ 市川１－１３－３２ プラザウィステリア２Ｆ 

Hair Creation La goon 末広１－３－１３ 

サンテニス 大町５－１６ 

モイスティーヌ市川駅前サロン 市川１－１０－１ ＳＴビル２階 

バーバーオリオン 東菅野１－３２－１４ 

ヘアークラフト＆サナシアエステ 宮久保３－５－７ 

有限会社ヘルス 鬼越１：２３－３０４ 

タナカ美容室 東大和田１－８－６ 

ピュアクレールエクラ 北方町４－１９５６－１０ 

ヘアーサロン タナカ 曽谷３－２５－１１ 

楽天地天然温泉 法典の湯 柏井町１－１５２０ 

HARUの樹 東菅野１－３－２３岡崎マンション１０１ 

BarBerShop1Q3 南八幡５－３－２ ＢａｒＢｅｒＳｈｏｐ１Ｑ３ １Ｆ 

Beautysalon Rico 八幡２－１４－１５久保ビル１Ｆ．４Ｆ 

FLIP SIDE 行徳駅前１ー１２－１７奥村ビル２階２０２号室 

おそうじエンジニアリング 稲荷木２－１１－２８ 

カットサロンキシダ 市川１－６－１０ 

柏井テニスクラブ 柏井町４－３５８－１３ 

かば接骨院 八幡６－１５－１４学園ハイム一階 

salon  璃和 柏井町１－１９６７ 

https://hairsalon-aria.com/
https://jeffshairstudio.com/
http://www004.upp.so-net.ne.jp/suntennis/
https://rakutenchi-oasis.com/hoten/
http://www.beautyrico.com/
https://flipsidesalon.shopinfo.jp/
http://kabasekkotsuin.shichihuku.com/smartphone/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：生活関連サービス業、娯楽業 （２３６件） 

Foot×Nail Salon OttoStagione  八幡３－７－２ ｍｏｔｏ．８ ２階 

石川理容 新田５－１４－１０ 

美容室 King's Road 606 真間５－１５－８ 

COIFFURE 市川２－２１－７ 

おそうじ本舗西船橋店 北方町４－１８８８－３６ 

美容室 ROUSE 新田５－５－２９－２０１ 

hair salon TOMATO 宮久保４－３１－２１ 

ルナピエーナ 市川３－１－５ 

オレンジポップ南行徳店 南行徳１－１８－５ フェリオ１階 

オレンジポップ行徳店 行徳駅前２－１６－４ 行徳センタービル１階 

オレンジポップ妙典店 富浜１－２－１７ ＴＯ－ＭＡＮＡビル１階 

オレンジポップ市川北口店 市川１－７－６ 愛愛ビル１階 

あっ！染めなくちゃ。 市川南１－２－２ 鈴木ビル１階 

カットスペース スパット 塩焼２－１０－２１ 

AG by aquagirl 八幡２－１７－１ シャポー本八幡２階 

ヘアーサロンゆうき 塩焼１－２－３４ 

ヘアーサロン ユージ 相之川４－３－１６ヘアーサロンユージ 

ダッシングディバシャポー本八幡店 八幡２－１７－７シャポー本八幡２階 

hairbeautyDefrag  曽谷６－３０－１６プランドールＣＩＳ１階 

hairsalonkawai 市川南３－８－１５ 

ヘアードレッサージュリー 新田４－１２－１６大貫ビル２階 

ミスターミニットシャポー市川店 市川１－１－１シャポー市川内 

柿のキ 鬼高２－９－１０ 

フィットネスクラブ VISTAR 新田１－１４－１２ エクシードＫＳ １階店舗 

koko yoga 北国分３－１８－３ 

タイトーＦステーション市川妙典店 妙典４－１－１イオン市川妙典店２番街２階 

Moulin-R 市川１－２２－６ 青山ビル１０１ 

フェイシャルルーム mignon 菅野５－６－２８ 

長尾音楽スタジオ 東菅野１－１３－５ 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000464221/
https://coiffure.on.omisenomikata.jp/
http://osouji-nishifunabashi.com/
https://www.luna-piena2020.com/
https://www.orangepop.net/minami-gyoutoku/top/
https://www.orangepop.net/salon_list/
https://www.orangepop.net/salon_list/
https://www.orangepop.net/salon_list/
https://www.dashingdiva.co.jp/
https://hairbeautydefrag.com/
http://hairsalonkawai.com/
https://akirashiva.tumblr.com/
http://www.moulin-r.com/
http://www.j-nagao.jp/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：生活関連サービス業、娯楽業 （２３６件） 

RelaHAIR 行徳駅前２－８－２ 

メガオアゾ 南行徳１－２０－１５ 

おしゃれ工房 八幡２－１７－１ シャポー本八幡２階 

川上米店、ポニークリーニング八幡 1 八幡１－１６－４ 

美容室 rouse3 真間１－１０－１３ 

 

 

 

https://p-ken.jp/store/search

