


hair&face neige
北海道・美瑛でウィッグをお探しなら！

〒071-0241 北海道 上川郡美瑛町水沢（水上）1

9：30～17：300166-92-5232

予約制

【定休日】 日/不定休/年末年始・お盆休み

髪質改善美容室 soiris
京都・烏丸丸太町でウィッグをお探しなら！

〒604-0083  京都府京都市中京区東夷川町636-4池ビル1F

10:00~19:00075-757-0082

予約制

【定休日】 月/第1・3火/年末年始・お盆

ヘアーオアシス アクロポリス
京都・上桂でウィッグをお探しなら！

〒615-8227  京都市西京区上桂宮ノ後町38-2田中ビル2階
〒011-0903  秋田県秋田市寺内油田1-2-7小橋ハイツ105

9:30~17:30075-393-6150

予約制

【定休日】 不定休/年末年始・お盆 【定休日】 月/第二火/第三日/年末年始・お盆

Hair&Care T-ties
大阪・八尾でウィッグをお探しなら！

〒581-0834  大阪府八尾市萱振町1-54-8　用和ビル１Ｆ

10：00～18：00072-970-5873

予約制

【定休日】 月/第3日/不定休

セレクトショップ heart-will
茨城でウィッグをお探しなら！

〒302-0128 茨城県守谷市けやき台2-29-1

9:00~17:000120-060-760

予約制

【定休日】 土(要相談)/日/祝日

一般社団法人 ASSOCIE
栃木でウィッグをお探しなら！

〒321-0933  栃木県宇都宮市簗瀬町1950-15

10:00~21:00028-689-8858

予約制

【年中無休】

予約制 美容室 イーキュア

080-4131-0562 9:30～18：00

〒468-0045  愛知県名古屋市天白区野並3丁目401 アサノビル1F

【定休日】 不定休/年末年始

予約制 CITRON BEAUTY 野並店

052-842-9700 9:00~19:00

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1000アルプラザ野洲1階内

【定休日】 月・年末年始

予約制 ビートルはなれ野洲

0120-737-193 10:00~18:30

〒598-0021  大阪府泉佐野市日根野4311-22

【定休日】 不定休

予約制 La chou-chou

090-8190-8641 9:30~16:30

〒556-0022  大阪市浪速区桜川3-6-23 フェニックスハイツ桜川602号

【定休日】 月曜日

予約制 髪と色々 楚々

06-6643-9854 10:00~20:00

〒543－0045 大阪市天王寺区寺田町2-2-3　Ｍヴィレッヂ寺田町

【定休日】 月/第2、第3火

予約制 Petit Ange

06-6775-0177 10:00~19:00

〒594-0005  大阪府和泉市幸2丁目13-4

【定休日】 不定休

予約制 MONTOTO

090-8236-3532 10：00~

〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前1-9-12 吉川ビル2F

【定休日】 月/不定休

予約制 emiru

078-945-6762 10:00~19:00

〒643-0004  和歌山県有田郡湯浅町 大字湯浅1167-3

【定休日】 月/第1火/第3日/年末年始・お盆

予約制 鈴木美容室

0737-62-3830 9:00~19:00

〒810-0042  福岡県福岡市中央区赤坂1-11-19-赤坂ヤマノイビル2F

【定休日】 月/第3日

予約制 Axio

092-752-1200 10:00~19:00

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-2　ホテルニューオータニ博多4F

【定休日】 月・火/年末年始

予約制 ML美容室 ホテルニューオータニ博多店

092-751-7824 10:00~19:00

〒886-0004 宮崎県小林市細野216

【定休日】 月・第3日/年末年始

予約制 サロンド・ぷう・HIROMI

0984-23-1137 9:00~19:00

〒300-0028  茨城県土浦市おおつ野4丁目1?1（土浦協同病院内）

【定休日】 日/祝日/土/年末年始

予約制 ハートウィル 土浦協同病院店

029-828-1807 9:00~18:00

072-686-6966
[平日]8:30~18:00 [第1・3・5土]8:30~17:00
[第2・4土曜/日曜/祝日]11:00~17:00（年末年始 休み）

大阪医大サービス 医療売店

パートナーサロン

AQUADOLLの直営店と同等の接客、技術、商品数をご提供いたします。
パートナーサロンは日本全国に随時拡大中です。

提携美容室

プライバシーに配慮した個室や空間をお持ちの美容室・サロンです。
安心してウィッグカット、メンテナンスなどをお任せいただけます。
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※通常営業時間での来店が
　厳しい場合はご相談ください

ルナ美容室
埼玉・大宮でウィッグをお探しなら！

〒330-0852  埼玉県さいたま市大宮区大成町1-78　横溝ビル1階

9:00~17:00048-652-9926

予約制

【定休日】 年末年始・お盆/不定休  ※ウィッグに関しての
 　ご相談は10:00~16:00

サロン牡丹
千葉・松戸でウィッグをお探しなら！

〒270-2252 千葉県松戸市千駄堀1590-4

10:00~18:00
047-712-0930 【モバイル】090-4201-0962

予約制

【定休日】 水/年末年始・お盆

Luana private salon
神奈川・相模原でウィッグをお探しなら！

〒252-0239  神奈川県相模原市中央区中央3-9-17メゾンブラン305

[月]13:00~19:00 
[火~日]10:00~18:00

080-4137-9159

予約制

【定休日】 不定休/年末年始・お盆

ヘアサロン和優～かや～
神奈川・藤沢でウィッグをお探しなら！

〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-2-2三和トラストビル2A

10：00~17：000466-52-6399

予約制

【定休日】 火/第１第２水/年末年始・お盆

スマイルハート
長野市でウィッグをお探しなら！

〒380-0822  長野県長野市大字鶴賀南千歳町860-6懐石舎ビル1F

10:00~18:00080-9521-5502

予約制

【定休日】 月/不定休

hair salon Revie
長野・伊那でウィッグをお探しなら！

〒396-0023  長野県伊那市山寺1545-21

9:30~19:000265-96-0819

予約制

【定休日】 月/第1火/第3日/年末年始

Hair&Spa i mua
岐阜でウィッグをお探しなら！

〒503-2311 岐阜県安八郡神戸町川西97-5

9：00～未定080-5121-0005

予約制

【定休日】 不定休/年末年始・お盆休み

nicori
静岡・浜松でウィッグをお探しなら！

〒430-0939 静岡県浜松市中区連尺314-36 チサンマンション連尺804

9:00~18:00070-3192-4365

予約制

【定休日】 月/火/不定休 ※土日祝は17:00まで

Girouette
静岡市でウィッグをお探しなら！

〒420-0882 静岡県静岡市葵区安東3-10-39

10:00~18:00080-3627-8752

予約制

【定休日】 不定休(定休日も対応可能・要相談)/日/月/火/年末年始

 ※16:00受付終了

※パーマ・カラー最終受付17：00

MATERIAL
兵庫・姫路でウィッグをお探しなら！

〒672-8057 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒422-5 エイビル1F

9:00~18:00079-234-2261

予約制

【定休日】 月/年末年始/不定休

wig and Beauty salon ほそお
和歌山でウィッグをお探しなら！

〒643-0032  和歌山県有田郡有田川町天満522-8

9:30~18:000737-52-2331

予約制

【定休日】 月/第1火/第3日/年末年始・お盆

natura wig
鳥取でウィッグをお探しなら！

〒682-0806 鳥取県倉吉市昭和町1-25-1(a・ka・ri 2階)

9:00~17:000858-27-0277

予約制

【定休日】 日/祝日/年末年始・お盆

Stro-Bo Hair
広島でウィッグをお探しなら！

〒730-0036  広島県広島市中区袋町4-35 千鳥ビル3F

10:00~20:00082-243-0447

予約制

【定休日】 月/第1火/第3日/年末年始・お盆

HAPPY! WIG
徳島でウィッグをお探しなら！

〒771-0206  徳島県板野郡北島町高房字居内7-9

9:00~19:00080-6818-2066

予約制

【定休日】 土/年末年始 ※貸切個室は15:00まで

BiBi グランジュテ店
高知でウィッグをお探しなら！

〒783-0005  高知県南国市大そね甲1908

[火~木]9:30~19:30 
[金]9:30~21:00[日]9:30~18:00

088-864-3030

予約制

【定休日】 月/第2・4日/年末年始

CHARM 福岡サロン
福岡市でウィッグをお探しなら！

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目8-26 メゾン南天神 302

10:00~18:00090-4777-0707

予約制

【定休日】 水曜日

CHARM 小倉サロン
福岡・小倉でウィッグをお探しなら！

〒802-0002  福岡県北九州市小倉北区京町4丁目5-27 ステーション小倉ビル3階

10:00~18:00

10:00~18:00

090-4777-0707

予約制

【定休日】 月曜日

CHARM 熊本サロン
熊本でウィッグをお探しなら！

〒860-0846 熊本市中央区城東町5-58-1F

090-4777-0707

予約制

【定休日】 日 ※病院・ご自宅へ訪問している場合があります。
　ご来店前には電話でお問い合わせください

医療施設でのウィッグ取り扱い
仕切りのある試着室があり購入も可能です。ウィッグにお悩みの方は、ご相談ください。
※ウィッグのカットサービスはございません。

ヘアーガーデン 

〒371-0034  群馬県前橋市昭和町3-39-15 群大病院1階アメニティーモール内

【定休日】 日/祝日

予約制 Hair makes La Juno 1991

027-234-8185 9:30~19:00

〒108-0074 東京都港区高輪3丁目10番28号

【定休日】 月/火

予約制 ESTHE INTERNATIONAL

03-3445-4010 [水・木]10:00~19:00
[金]10:00~20:00
[土・日・祝]10:00~18:00

〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森1-2-1-105

【定休日】 水/第3木

予約制 salon de rico

045-750-5280 9:00~18:00
 (カット最終受付17:30）

〒940-0061 新潟県長岡市城内町2-6-22ホクエンビル1F

【定休日】 
月/第1・第3火/年末年始・お盆休み

予約制 BLOOM

0258-36-0011 [火金]10:00～20：00
[水木土]9：00～19：00
[日祝]9：00～18：00

〒501-3133  岐阜県岐阜市芥見南山3-3-1

【定休日】 月/火/第三日/年末年始・お盆

予約制 million bamboo

058-243-5538 9:00~19:00
(最終受付18:00)

〒503-0117  岐阜県安八郡安八町大明神396-5

【定休日】 月/第1第2火/第3日/年末年始・お盆

予約制 Master Piece

0584-64-5844 [平日]10:00~19:30
[土日祝]9:00~18:00

〒466-0826 愛知県名古屋市昭和区滝川町60-2

【定休日】 月・火(祝祭日関係無し)/年末年始・お盆

予約制 ic hair make

052-833-0475 [平日]10:00~19:00
[土・日]10:00~18:00

〒488-0061 愛知県尾張旭市北原山町六田池2225-16

【定休日】 月/不定休

予約制 医療美容室Chiu-Style

0561-52-8668 9:00~

〒453-0028  愛知県名古屋市中村区寿町1-2

【定休日】 月/不定休

予約制 サロン・ド・ソノ

080-5127-3943 9:00~
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