
 702 美容所でのサービス

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

cafe&beauty est

カット・カラー・パーマ・ヘッド

スパ・ネイル・マツエク・マツ

パー

無料で店舗併設の託児

施設がご利用できます

（要予約）

越谷市 埼玉県越谷市赤山町3-1-4 048-940-7567
https://est-

soushi.com/lp/salon/

ヘアスペース シャイン 美容室 親子で来店10％ＯＦＦ ふじみ野市
埼玉県ふじみ野市上福岡6-3-1

パールハイツ1Ｆ
049-263-2668

りよ美容室 美容業 朝霞市 埼玉県朝霞市溝沼2-10-8 048-463-1445

Ｆumi美容室
カット・カラー・パーマ・縮毛矯

正・アップセット・着付け

パパママ応援ショップ

カード呈示にて、通常

カットが400円割引

飯能市 埼玉県飯能市南町2-37 042-972-6259 http://fumi.velvet.jp/

いずみ美容室 美容業 伊奈町 埼玉県北足立郡伊奈町本町2-71 048-721-3390
https://izumibiyousitu.

wixsite.com/izumi

ヘアーサロン かわて 美容全般（ヘアー・着付等） さいたま市見沼区
埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-

39-5 2Ｆ
048-688-7172

コンフォート・ジュディー 美容一般 ポイント2倍 上尾市
埼玉県上尾市川289-68 サニー

ハイツ101
0120-39-2817 https://www.c-judy.jp/

美容室ルネ カット 10％割引 鶴ヶ島市
埼玉県鶴ヶ島市上広谷18-29 ⾧峰

ビル1Ｆ
049-271-4560

https://salon-

rune.com/menu.html

美容室nitoro
カット・パーマ・カラー・エクス

テ・コーンロー・着付け・セット

ご新規のお客様1000円

割引き（コーンローを

除く）

さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区日進町2-

898
048-668-0980

https://nitoro-

hair.com/

小出美容院
美容一般（パーマ・カット・カ

ラー・セット・着付け）

市商工会で構成する

ラッピーカードのポイ

ントが2倍

吉川市 埼玉県吉川市平沼236 048-982-0153

美容室ナップ
カット・パーマ・ヘアカラー ※

完全予約制

お子様にはお菓子プレ

ゼント
和光市 埼玉県和光市本町11-6 048-465-1277

おしゃれの部屋ISHIGURO （い

しぐろ）

パーマ・カラー・カット・着付・

七五三 他

七五三：ファミリーの

着付 1組の場合割引有
蕨市 埼玉県蕨市南町3-9-10 048-442-5353

http://www.ishiguro.fh

a.jp/

美容室Ｒｏｏｍ ＲＩＣＨＡＩＲ

(ルーム リシェール）
美容業

新規３０％引き 再来

２０％引き
越谷市

埼玉県越谷市瓦曽根2-11-54 ハイ

アットプラザ新越谷1Ｆ
048-940-0048

美容室COSTA of RICHAIR(コス

タオブリシェール）
美容業

新規３０％引き 再来

２０％引き
越谷市

埼玉県越谷市越ケ谷1-2 レユシー

ル１Ｆ
048-971-9070
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美容室ＲＩＣＨＡＩＲ ＧＲＥＥ

Ｎ(リシェール グリーン）
美容業

新規３０％引き 再来

２０％引き
越谷市 埼玉県越谷市花田1-34-6 048-961-8226

美容室ＲＩＣＨＡＩＲ (リ

シェール）
美容業

新規３０％引き 再来

２０％引き
越谷市

埼玉県越谷市北越谷4-24-17 プリ

ンセス黒田1Ｆ
048-970-1070

Ruse innovation（ルセ イノ

ベーション）
美容室 白岡市 埼玉県白岡市千駄野1101-2 0480-91-7211

https://innovation-

group.info/ruse/

Hair Knoll ヘアー ノウル） 美容室 白岡市 埼玉県白岡市小久喜1087ｰ3 0480-31-6116
https://innovation-

group.info/ruse/

LOA（ロア） 美容室 白岡市 埼玉県白岡市西9-6-3 0480-31-8312
https://innovation-

group.info/ruse/

ビューティサロン パンジー
パーマ・カット・カラー・着付・

赤ちゃん筆・貸衣装
ポイントカードあり 鴻巣市 埼玉県鴻巣市加美2-8-17 048-542-3549

美容室チャンテ 南浦和店
カット・カラー・パーマ・着付・

メイク
さいたま市南区

埼玉県さいたま市南区南浦和3-3-

17
048-883-2286

https://hair-

cante.com/

ローズ美容室 美容業
シャンプー、ドライを

500円で何回でも
毛呂山町

埼玉県入間郡毛呂山町中央3-29-

1
049-294-6564

悲笑路美容室 美容業
1回につき５００円割引

記念品プレゼント
鴻巣市 鴻巣市生出塚 048-541-1123

ヘアサロン トライベッカ浦和店 美容所 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区高砂1-

12-1 コルソ1Ｆ
048-822-0528

https://tribeca-

salon.jp/urawa/

Hair Make Cozy 美容室 志木市
埼玉県志木市柏町6-29-62 北川

ビル1Ｆ
048-424-7129 http://cozy2010.com/

ＧＲＡＮＴ 美容室 越谷市
埼玉県越谷市大沢3-8-32 ｽﾃﾗﾎﾟ

ﾗｰﾚ1Ｆ
048-970-5007

http://www.grant8.co.j

p/

Bossa Hair（ボッサヘアー）
美容室 ヘッドスパ 小規模サロ

ン

トリートメントサービ

ス
富士見市 埼玉県富士見市水谷東2-45-7 048-487-9116

http://bossahair.main.j

p/home/

アークゾーン
女性用増毛、ウイッグ、頭皮ケア

を中心とした総合美容室

エクステ増毛100本

3,000円を無料体験
さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区大門町2-

5 S&Kビル3階
048-658-1557 https://arczone.co.jp/

プリムＫ（プリムケイ） 美容室 さいたま市中央区

埼玉県さいたま市中央区新中里1-

11-18 日建プリムローズ北浦和

102号室

048-832-6332
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ヘアクリニック オオツカ ク

レール
美容業全般 飯能市 埼玉県飯能市緑町6-3 042-974-4949

https://otsuka-

clair.jimdofree.com/

サロン・ド・ジュン 川越店 美容全般 川越市 埼玉県川越市鴨田1209-1 049-298-8227
http://www.salondejun

.net/

サロン・ド・ジュン 坂戸店 美容全般 坂戸市
埼玉県坂戸市にっさい花みず木2-

6-2
049-283-7116

http://www.salondejun

.net/

理美容室 ナチュレール 美容全般 三芳町 埼玉県入間郡三芳町藤久保27-5 049-259-5499
http://www.ribiyou.biz

/

トータルビューティ・サロン

ウィステリア
美容サービス

グランドメニューより

10％割引（一部対象外

有）

さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-

19 浦和ワシントンホテル2Ｆ
048-822-7777

http://www.wis110.co

m/

hair make zero
カット・カラー・パーマ・トリー

トメント

通常料金から20％ＯＦ

Ｆ
坂戸市

埼玉県坂戸市南町2-13 森田ビ

ル1Ｆ
049-227-6619 https://www.hmz.jp/

美容室 彩夢
ヘアカット・パーマ・ヘアカラー

他

初回半額 親子ペアメ

ニューあり
富士見市

埼玉県富士見市ふじみ野東1-21-

1-301
049-269-3491

Natural hair clinic salon

PASHA
美容業 和光市 埼玉県和光市本町11-58 048-469-3030 http://pasha3030.com

美容室ｓｙｌｐｈ 美容業 所沢市
埼玉県所沢市東住吉7-9 Ｔ・Ｉ

ＮＧビル１Ｆ
04-2923-5859 http://sylph0114.com/

ヘアメイクSino 美容院 川越市
埼玉県川越市菅原町25-１石井ビ

ル１Ｆ
０492-23-5888

http://hairmake-

sino.com/

美容室Ｎｏｉｒ (ノアール）
美容室（カット・パーマ・カ

ラー・着付）
蕨市

埼玉県蕨市中央1-25-6 RECわ

らび1Ｆ
048-431-6141

http://www.noir.co21.j

p/

Reposer 美容院 さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区吉野町1-

396-31
048-871-5264 reposer-forhair.com

ビューティーサロン ＨＡＮＡ
カット・カラー・パーマ・着付

け・赤ちゃん筆 他
三郷市 埼玉県三郷市采女1-229-1 048-958-8559

美容室Ｊ：ＰＯＩＮＴ 美容室 ホームページに記載 川越市
埼玉県川越市脇田本町16-26 嶋田

ビル1Ｆ～2Ｆ
049-245-3328

http://beauty.moteco.n

et/salon/index/i/1332

美容室 Lua 美容業 さいたま市北区
埼玉県さいたま市北区東大成町1-

624
048-663-0204

美容室 Bun 美容一般 １０％ＯＦＦ 所沢市 埼玉県所沢市小手指町3-11-5 04-2948-0434
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ヘアーメイクベルル 浦和岸町店 美容業務 さいたま市浦和区
埼玉県さいたま市浦和区岸町2-

18-13
048-831-6868

https://www.bell-

le.com/

hair resort inti
カット・カラー・スパ・パーマ・

着付等

初回ご来店 \3,000以上

の施術10％オフ
杉戸町

埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-

1-4
0480-31-6961

mino'aka hair 美容室 パパママクーポン料金 上里町 埼玉県児玉郡上里町七本木 080-7793-2525
https://mino-

aka.amebaownd.com/

有限会社小沢美容院

・時短カラー・電子トリートメン

ト・リンパヘッドスパ・イオン

パーマ・カット・セット・メイ

ク・着付

電子トリートメントを

初めてなさる方にM3.5

電子トリートメント

200㎖プレゼント

小川町 埼玉県比企郡小川町小川153-1 0493-72-0377 https://ozawa-bi.com/

上田美容室

カット パーマ カラー セット

アップ エステ 着付 育毛パッ

ク

初回ご来店時 エステ

割引券 育毛パック割

引券プレゼント

さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-

10-16
048-706-2326

ビューティー大久保

美容全般（美容、ジェルネイル、

フェイシャルエステ、着付け全

般、メイク、まゆ毛デザイン、服

装コーディネート、福祉美容カッ

ト、出張美容等）

美容師免許の他、保育

士免許も取得。保育士

経験のある美容師です

ので、お子様も安心し

て施術できます。

戸田市、蕨市、川口市、さいたま

市浦和区
埼玉県戸田市新曽2332-4 048-443-4867

https://beauty-

okubo.jimdofree.com/

Ｈａｉｒ ＆ Ｒｅｌａｘ Ａｌｅｇ

ｒｅ（アレグレ）

主なmenu：生後6カ月からのヘ

アカット、赤ちゃん筆の製作、ヘ

アドネーション(31㎝以上)、結ん

で付けるカラーエクステなど

戸田市 埼玉県戸田市新曽1148番地 048-212-5171 https://relax2019.com/

Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ Ａｌｅｇｒ

ｅ（アレグレ）

主なmenu：生後6カ月からのヘ

アカット、赤ちゃん筆の製作、ヘ

アドネーション(31㎝以上)、結ん

で付けるカラーエクステ、オーガ

ニックカラーなどの施術

戸田市
埼玉県戸田市新曽339-1 戸田駅前

TMビル1F
048-234-4948

http://alegre2009.com

/

est calla浦和美園

美容室 ハイトーンブリーチカ

ラー、パーソナル髪質改善、パリ

ジェンヌラッシュリフト、マツエ

ク

無料託児室を併設 さいたま市
埼玉県さいたま市岩槻区美園東2-

15-14エルハーベン１０１
048-815-8365

https://est-

soushi.com/lp/estcalla

price/


