
北海道地方 群馬県美容専門学校

北海道 高崎ビューティモード専門学校

ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　札幌４丁目プラザ店 埼玉県

PARK by oneway 札幌パセオ店 ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　アズ熊谷店

titty＆Co.札幌４丁目プラザ店 onewayイオンモール羽生店

WEGO 札幌店 グルノーブル美容専門学校

ザ・ダイソー札幌中央店 ザ・ダイソーイオンレイクタウン店

旭川理容美容専門学校 ザ・ダイソーライブタワー武蔵浦和店

札幌ビューティーアート専門学校 ザ・ダイソーラクーン大宮東口店

札幌ビューティックアカデミー　美容科 ハンサム銀座理容美容専修学校

札幌ベルエポック美容専門学校 ミス・パリ・ビューティ専門学校　大宮校

道東ヘアメイク専門学校 埼玉県理容美容専門学校

函館理容美容専門学校 新星堂アリオ深谷店

北海道芸術高等学校　札幌キャンパス 新星堂ベニバナウォーク桶川店

北海道美容専門学校 新星堂錦町ヨーカドー店

北海道理容美容専門学校 新星堂熊谷店

北見美容専門学校 新星堂春日部店

新星堂上福岡店

東北地方 新星堂新越谷駅ビル店

青森県 新星堂草加駅ビル店

ヘアーアートカレッジ木浪学園 新星堂飯能店

新星堂八戸ニュータウン店 新星堂和光店

青森県ヘアアーチスト専門学校 専門学校　トータルビューティカレッジ川越

八戸理容美容専門学校 専門学校東萌ビューティーカレッジ

岩手県 千葉県

岩手理容美容専門学校 Garden by oneway イオンモール幕張新都心店

盛岡ヘアメイク専門学校 ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　舞浜イクスピアリ

東北ヘアーモード学院 ザ・ダイソーイオンタウンユーカリが丘店

北日本ヘア・スタイリストカレッジ ザ・ダイソーギガ船橋店６Ｆ

宮城県 ザ・ダイソーセブンパークアリオ柏店

Garden by oneway 仙台パルコ店 ザ・ダイソーららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ西館店

oneway／ByeBye イオンモール名取店 パリ総合美容専門学校　千葉校

WEGO 仙台店 パリ総合美容専門学校　柏校

ザ・ダイソー仙台マーブルロード店 ユニバーサルビューティーカレッジ

新星堂ザ・モール仙台長町店 新星堂イオンタウンおゆみ野店

仙台ビューティーアート専門学校 新星堂イオンマリンピア店

仙台ヘアメイク専門学校 新星堂イオンモール木更津

仙台国際美容専門学校 新星堂イオン鎌取店

仙台理容美容専門学校 新星堂イクスピアリ店

北海道芸術高等学校　仙台キャンパス 新星堂カルチェ５柏店

秋田県 新星堂カルチェ５柏店書籍

秋田ヘアビューティカレッジ 新星堂ニッケコルトンプラザ店

秋田県理容美容専門学校 新星堂ユアエルム八千代台店

新星堂イオンモール大曲店 新星堂レスポック四街道店

福島県 新星堂成田ユアエルム店

AIZUビューティーカレッジ 新星堂船橋ヨーカドー店

いわき理容美容学校 新星堂八千代店

郡山ヘアメイクカレッジ 新星堂本八幡店

国際ビューティ・ファッション専門学校 新星堂幕張ヨーカドー店

新星堂エスパル郡山店 組合立千葉美容専門学校

新星堂エスパル福島店 東洋理容美容専門学校

福島県高等理容美容学院 東京都

山形県 FIG&&VIPERルミネエスト新宿店

ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　山形霞城セントラル店 FIG&VIPER渋谷１０９店

山形美容専門学校 ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　町田ジョルナ店

新星堂エスパル山形店 Honey Cinnamon　SHIBUYA109店

新星堂鶴岡店 KAWI JAMELE ラフォーレ原宿店

専門学校山形V.カレッジ　ビューティビジネス科 onespoSHIBUYA 109

oneway渋谷１０９店

関東地方 SBY SHIBUYA109 町田店

茨城県 SBY SHIBUYA109店

onewayイオン水戸内原SC店 SUPER WEGO 原宿店

茨城理容美容専門学校 titty＆Co.池袋パルコ店

盈科美容専門学校 titty＆Co.渋谷109店

新星堂水戸店 titty＆Co.ルミネエスト新宿店

新星堂日立店 VAW栄光ハイスクール

水戸ビューティカレッジ WEGO 原宿竹下口店

水戸美容専門学校 WEGO 原宿竹下通り店

栃木県 WEGO 原宿本店

ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　宇都宮パルコ店 アポロ美容理容専門学校

宇都宮美容専門学校 オンリーフリーペーパー

国際テクニカル理容美容専門学校　宇都宮校 ザ・ダイソーＬａＬａガーデン赤羽（５階）店

国際テクニカル美容専門学校　小山校 ザ・ダイソーＬａＬａテラス南千住店

国際自動車・ビューティ専門学校 ザ・ダイソーアルカキット錦糸町店

新星堂イオンモール佐野新都市店 ザ・ダイソーイトーヨーカドー大井町店

新星堂ララスクエア宇都宮店 ザ・ダイソーエキュート立川店

専門学校 センスビューティーカレッジ ザ・ダイソーレシピ下北沢店

足利デザイン×ビューティ専門学校 ザ・ダイソー亀有リリオ店

栃木県美容専門学校 ザ・ダイソー吉祥寺サンロード店

群馬県 ザ・ダイソー原宿（２Ｆ）店

Garden by oneway イオンモール高崎店 ザ・ダイソー五反田ＴＯＣ店

伊勢崎美容専門学校 ザ・ダイソー光が丘ＩＭＡ店
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ザ・ダイソー渋谷センター街店 新星堂港南台店

ザ・ダイソー大崎ニューシティ店 新星堂港北東急店

ザ・ダイソー町田東急ツインズ店 新星堂小田原ダイナシティ店

ザ・ダイソー東京ソラマチ店 新星堂湘南台店

ザ・ダイソー立川フロム中武店 新星堂上大岡店

たかの友梨美容専門学校 新星堂大和鶴間店

タカラ美容専門学校 新星堂武蔵小杉店

ハリウッドビューティ専門学校 新星堂立場ヨーカドー店

バンタンデザイン研究所

ベルエポック美容専門学校 中部地方

マリールイズ美容専門学校 新潟県

ミスパリ ビューティ専門学校 ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　新潟アルタ店 

窪田理容美容専門学校 oneway REVERSIDE SENSHU店

高山美容専門学校 クレアヘアモード専門学校

国際文化理容美容専門学校　国分寺校 国際ビューティモード専門学校

国際文化理容美容専門学校　渋谷校 新潟美容専門学校ジャパン・ビューティ・アカデミー

国際理容美容専門学校 新潟理容美容専門学校

山野美容芸術短期大学 長岡美容専門学校

資生堂美容技術専門学校 富山県

住田美容専門学校 富山ビューティーカレッジ

新星堂ＴｅａｆｏｒＴｗｏＲ．立川店 富山県理容美容専門学校

新星堂アトレ吉祥寺店 富山デザイン・ビューティー専門学校

新星堂アルカキット錦糸町店 石川県

新星堂サンシャインシティアルタ店 専門学校　金沢美専

新星堂阿佐ヶ谷店 金沢ビューティーカレッジ

新星堂葛西ヨーカドー店 新星堂アピタ松任店

新星堂国分寺駅ビル店 石川県理容美容専門学校

新星堂小岩駅ビル店 福井県

新星堂昭島店 福井ビューティーカレッジ

新星堂西新井店 福井県理容美容専門学校

新星堂赤羽ヨーカドー店 山梨県

新星堂浅草店 山梨県美容専門学校

新星堂大井町ヨーカドー店 新星堂ラザウォーク甲斐双葉店

新星堂大森ヨーカドー店 新星堂甲府駅ビル店

新星堂東久留米店 長野県

新星堂東村山店 松本理容美容専門学校

新星堂東大和ヨーカドー店 長野理容美容専門学校

新星堂八王子ヨーカドー店 岐阜県

新星堂武蔵境ヨーカドー店 ザ・ダイソーイオンタウン各務原店

真野美容専門学校 ベルフォート・アカデミーオブビューティ

専門学校エビスビューティカレッジ 岐阜美容専門学校

総合学園　ヒューマンアカデミー　原宿校 新星堂アクアウォーク大垣店

中央理美容専門学校 新星堂アピタ岐阜店

町田美容専門学校 新星堂カラフルタウン岐阜店

東京ビューティーアート専門学校 静岡県

東京ヘアメイク専門学校 Garden by oneway　イオン浜松志都呂店

東京ベルエポック美容専門学校 oneway ららぽーと磐田店

東京マックス美容専門学校 onewayイオン浜松市野SC店

東京モード学園 ザ・ダイソーサントムーン柿田川店

東京総合美容専門学校 タカヤマアドバンスビューティー専門学校

東京文化美容専門学校 新星堂アピタ静岡店

北海道芸術高等学校　東京池袋キャンパス 新星堂三島店

神奈川県 静岡アルス美容学校

Garden by oneway　テラスモール湘南店 静岡県西部理容美容専門学校

Garden by oneway　ラゾーナ川崎店 静岡県美容専門学校

ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　新百合丘オーパ店 静岡服飾美容専門学校

one way 横浜ビブレ店 愛知県

titty&Co.相鉄ジョイナス店 Garden by oneway イオンモール大高店

アイム湘南美容教育専門学校 Garden by oneway ナゴヤドーム前店

岩谷学園　アーティスティックB横浜美容専門学校 Garden by oneway　モゾワンダーシティ店

ザ・ダイソーマルエツ溝ノ口店 ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　名古屋丸栄店

ザ・ダイソーマルエツ小杉店 ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　名古屋近鉄パッセ店

ザ・ダイソーラゾーナ川崎プラザ店 Honey Cinnamon　近鉄パッセ店

ザ・ダイソー横浜駅前西口店 oneway イオンモール岡崎店

ザ・ダイソー戸塚モディ店 PARK by one way名古屋パルコ店

ザ・ダイソー川崎モアーズ店 titty＆Co.近鉄パッセ店

ザ・ダイソー相模大野ステーションスクエア店 titty＆Co.名古屋パルコ店

横浜ビューティーアート専門学校 WEGO 名古屋大須店

横浜市立横浜商業高等学校別科　理容科・美容科 アクア理美容学校

横浜理容美容専門学校 アリアーレビューティー専門学校

学校法人岩崎学園　横浜ｆカレッジ エクラ美容専門学校

鎌倉早見美容芸術専門学校 ザ・ダイソー　名古屋徳重店

関東美容専門学校 ザ・ダイソーシャンピアポート名古屋高辻店

国際総合ビューティカレッジ ザ・ダイソーモゾワンダーシティ店

新星堂アピタ長津田店 ザ・ダイソーリーフウォーク稲沢店

新星堂ショッパーズプラザ横須賀店 ザ・ダイソー岡崎南店

新星堂トレッサ横浜店 ザ・ダイソー豊田２４８店

新星堂モザイクモール港北店 ザ・ダイソー名古屋栄スカイル店

新星堂ライフ三ツ境店 セントラルビューティストカレッジ

新星堂綾瀬タウンヒルズ店 トライデントビューティ・ブライダル専門学校

新星堂横浜ジョイナス店 愛知県東三高等理容美容学校

新星堂海老名店 愛知中央美容専門学校



愛知美容専門学校 ザ・ダイソー心斎橋店３Ｆ

新星堂アスナル金山店 ザ・ダイソー泉ヶ丘駅前店

新星堂アピタ阿久比店 ザ・ダイソー梅田ＯＰＡ店

新星堂アピタ岡崎北店 バンタンデザイン研究所

新星堂アピタ江南西店 花園国際美容学院

新星堂アピタ千代田橋店 学校法人ロイヤル学園ベルェベル美容専門学校

新星堂アピタ長久手店 関西美容専門学校

新星堂アピタ名古屋南店 桂学園　桂メイクアップデザイン専門学校

新星堂アピタ名古屋北店 高津理容美容専門学校

新星堂イオンタウン千種店 堺女子短期大学

新星堂イオンモール名古屋みなと店 小出美容専門学校

新星堂イオン八事店 新星堂イオンモール四條畷店

新星堂セントラルパーク店 新星堂イオン高槻店

新星堂テラスウォーク一宮店 新星堂京橋店

新星堂ポートウォークみなと店 新星堂古川橋駅前店

新星堂リーフウォーク稲沢店 新星堂守口店

新星堂豊橋店 新星堂吹田店

新星堂名古屋店 新星堂天王寺ミオ店

専門学校　中部ビューティ・デザインカレッジ 新星堂難波店

中日美容専門学校 西日本ヘアメイクカレッジ

中部美容専門学校 一宮校 西日本ヘアメイクカレッジ天王寺Mio校

中部美容専門学校　岡崎校 大阪ビューティーアート専門学校

中部美容専門学校　名古屋校 大阪ベルェベル美容専門学校

東海美容学校 大阪モード学園美容学科

美容専門学校アーティス・ヘアー・カレッジ 大阪樟蔭女子大学学芸学部被服学科化粧学専攻美容コース

北海道芸術高等学校　名古屋キャンパス 大阪美容専門学校

名古屋ビューティーアート専門学校 兵庫県

名古屋モード学園 BEAUTY ARTS KOBE日本高等美容専門学校

名古屋近鉄パッセ店　PARK by oneway ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　アスピア明石店

名古屋綜合美容専門学校 HAIRART　阪神理容美容専門学校

名古屋美容専門学校 アルファジャパン美容専門学校

名古屋文化短期大学美容文化コース ザ・ダイソーつかしん店

名古屋理容美容専門学校 ザ・ダイソーららぽーと甲子園店

ザ・ダイソー三宮センター街店

近畿地方 新星堂加古川店

三重県 新星堂明石ヨーカドー店

Garden by oneway　イオンモール鈴鹿店 神戸ベルェベル美容専門学校

ミエ・ヘア・アーチストアカデミー 神戸理容美容専門学校

旭美容専門学校 姫路理容美容専門学校

伊勢理容美容専門学校 奈良県

新星堂イオンモール桑名店 ル・クレエ橿原美容専門学校

滋賀県 新星堂イオンモール奈良登美ヶ丘店

ザ・ダイソーイオンモール草津ＳＣ店 新星堂生駒店

学校法人　綾羽育英会　綾羽高等学校　美容科 奈良理容美容専門学校

京都府 和歌山県

titty&Co.河原町オーパ店 IBW美容専門学校

YIC京都ビューティ専門学校 大原簿記情報法律専門学校　和歌山校　美容師系コース

アミューズ美容専門学校 和歌山高等美容学校

ザ・ダイソーＭＯＭＯテラス店

ザ・ダイソーイオンモールＫＹＯＴＯ店 中国地方

ザ・ダイソー河原町ＯＰＡ店 鳥取県

ザ・ダイソー新京極ダイアモンドビル店 専門学校　米子ビューティーカレッジ

京都美容専門学校 鳥取県理容美容高等専修学校

京都理容美容専修学校 島根県

大阪府 松江理容美容専門学校

ECCアーティスト専門学校 島根県立出雲高等技術校

Garden by oneway　イオンモールりんくう泉南店 浜田ビューティーカレッジ

glamorous by oneway　梅田EST店 岡山県

KAWI JAMELE 心斎橋OPA店 Garden by oneway　イオンモール倉敷店

NRB日本理容美容専門学校 岡山県理容美容専門学校

onespo心斎橋PARK East店 専門学校　岡山ビューティモード

onespo梅田EST 倉敷ビューティーカレッジ

oneway SHIBUYA１０９ABENO店 広島県

PARK by oneway　梅田HEPFIVE店 oneway/ByeBye　イオンモール広島府中店

PARK心斎橋筋店 穴吹ビューティ専門学校

SBY SHIBUYA109 ABENO店 広島県東部美容専門学校

SPC学園　アーデントビューティーカレッジ 広島県理容美容専門学校

titty＆Co.梅田エスト店 新星堂ゆめタウン広島店

titty&Co.心斎橋オーパ店 新星堂福山店

WEGO 心斎橋店 専門学校　マインド.ビューティーカレッジ

WoMANiA 梅田OPA店 山口県

アイム・キンキ理容美容専門学校 YICビューティモード専門学校

ヴェールルージュ美容専門学校 下関理容美容専門学校

グラムール美容専門学校 山口理容美容専修学校

ザ・ダイソーあべのキューズモール店 新星堂宇部店

ザ・ダイソーイオンモールりんくう泉南店 新星堂下関店

ザ・ダイソーイオンモール四條畷店 東亜大学デザイン学部トータルビューティー学科

ザ・ダイソーせんちゅうパル店

ザ・ダイソーニトリモール枚方店 四国地方

ザ・ダイソーららぽーと和泉店 徳島県

ザ・ダイソー京阪シティモール店 ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　徳島クレメントプラザ店

ザ・ダイソー京阪モール京橋店 専門学校　穴吹デザインビューティカレッジ



徳島県美容学校 鹿児島県美容専門学校

徳島県立中央テクノスクール 鹿児島県理容美容専門学校

香川県 鹿児島城西高等学校　ヘアデザイン科

oneway ゆめタウン高松店 赤塚学園　タラ美容福祉専門学校

香川県美容学校 沖縄県

専門学校　穴吹ビューティカレッジ ザ・ダイソーはにんす宜野湾店

愛媛県 新星堂イオンモール沖縄ライカム店

Garden by oneway　エミフルＭＡＳＡＫＩ店 専修学校 ビューティーモードカレッジ

愛媛県美容専門学校 大育理容美容専門学校

宇和島美容学校 中部美容専門学校

河原ビューティモード専門学校 琉美インターナショナルビューティカレッジ

東予理容美容専門学校

高知県

ザ・ダイソーパワーセンター高知店

高知理容美容専門学校

国際デザイン・ビューティカレッジ

九州地方

福岡県

FRBビューティーカレッジ

Garden by oneway　イオンモール大牟田店

onespo天神コア

PARK by one way天神コア店

titty＆Co.天神コア店

WEGO 福岡天神コア

ザ・ダイソーイオンモール福津店

ザ・ダイソーコスタ行橋店

ザ・ダイソーチャチャタウン小倉店

ザ・ダイソー天神ＭＭＴ店

ザ・ダイソー博多バスターミナル店

ハリウッドワールド美容専門学校

新星堂キャナルシティ博多店

新星堂サンリブシティ小倉店

新星堂小倉駅アミュプラザ店

専修学校　麻生ビューティーカレッジ

東筑紫短期大学

飯塚理容美容専門学校

福岡ビューティーアート専門学校

福岡ベルエポック美容専門学校

福岡大村美容ファッション専門学校

福岡南美容専門学校

福岡美容専門学校　福岡校

福岡美容専門学校　北九州校

北九州市立高等理容美容学校

佐賀県

エッジ国際美容学校

長崎県

こころ医療福祉専門学校 

ザ・ダイソー長崎浜の町店

トータルビューティカレッジベルファム

佐世保美容専門学校

新星堂長崎夢彩都店

長崎県美容専門学校

熊本県

oneway 熊本パルコ店

titty&Co.熊本PARCO店

学校法人九州美容専門学校

ザ・ダイソー熊本駕町通り店

モア・ヘアメイクカレッジ

モアヘアメイクカレッジ（第2校舎）

熊本ベルェベル美容専門学校

新星堂ゆめタウン光の森店

新星堂ゆめタウン八代店

八代実業専門学校

大分県

oneway パークプレイス大分店

アンビシャス国際美容学校　

明星国際ビュ－ティカレッジ

明日香美容文化専門学校

宮崎県

ｇｉｒｌｓ　ｍｉｇｎｏｎ　えきマチ１丁目宮崎店

oneway イオンモール宮崎店

宮崎サザンビューティ美容専門学校

宮崎美容専門学校

新星堂イオンモール宮崎店

鹿児島県

oneway イオン鹿児島SC店

titty&Co.SHIBUYA109KAGOSHIMA店

WoMANiA SHIBUYA109 KAGOSHIMA店

ザ・ダイソーＯＰＳＩＡミスミ店

ザ・ダイソーフレスポジャングルパーク店

鹿児島レディスカレッジ




