
LUBINA（ルビナ） 岡崎市美合新町19ｰ4　カサ・トゥルネ1C

彩z via（サイズヴィーア） 岡崎市蓑川町中屋敷18

アトリエ　ラ・シェール 岡崎市蓑川新町3-6-9

ヨネヅ　美容院 岡崎市美合町生田79

SA・BA（サバ） 岡崎市美合町入込88-7

GOTTO eel 岡崎市羽根町鰻池125

美容室　セリオ 岡崎市美合新町53-11

のぶこ　美容室 岡崎市美合新町18-16

アグレアーブル 岡崎市美合町字八ケ尻8-18

サージュ　ドゥエ 岡崎市羽根町鰻池127

フィル　ストーリー 岡崎市羽根町小豆坂３　ウィングタウン1F

キク　美容室 岡崎市緑丘1-11-18

ビューティパーラ　クミ 岡崎市緑丘3-8-3

アネックス・フクオカ 岡崎市緑丘2-6-11

ビューティサロン　ピリカ 岡崎市美合町字中長根36-70

ヘアーブティック　デュ・クラージュ 岡崎市緑丘1-4-11

HAIR SARA SO-JU 岡崎市緑丘1-2-26

Soleil 岡崎市本宿町字広畑37-1

オト美容室 岡崎市本宿町字梨子木9-51

美容室　DEAR 岡崎市本宿茜2-2-13

良美容院 岡崎市樫山町字市場12-4

ヒロミ美容院 岡崎市本宿町東木竹23

ビューティショップ　マキシム 岡崎市上衣文町一ノ木49-65

美容あいち岡崎支部（岡崎市）
運転経歴証明書提示による料金割引適用店舗一覧

店舗名 所在地

ホンダ美容院 岡崎市桜形町字中門17

ユキコ美容院 岡崎市桜形町字市場９



ビューティー　ヒロ 岡崎市日名南町1-28

muni hair design 岡崎市北野町樫ノ木22-3

きりと　美容院 岡崎市板屋町82

MJ（エムジェイ） 岡崎市小針町字神田46-3

LIF 岡崎市橋目町阿知賀７

Lampsy（ランプシ―） 岡崎市小針町2-1-13　FASTNET

クワフール・コモド 岡崎市大和町中切58-1

美容室　向日葵 岡崎市中園町字郷中1-1

ヘアサロン　r.（エール） 岡崎市大和町荒田18-1

ビューティフルライフ　ピュア美容室 岡崎市矢作町尊所10-8

ビューティーサロン　パール 岡崎市矢作町字西林寺57-6

美容室　グラシュローズ 岡崎市昭和町字高畑８

ビューティサロン　亜樹 岡崎市大和町字塗御堂21-10

麗　美容室 岡崎市大和町字塗御堂1-3

美容室　ルヴァン 岡崎市矢作町字馬場21

ジュン　美容室 岡崎市北野町字中屋敷107-2

エコー　美容院 岡崎市小針町1-8-8

長坂　美容院 岡崎市宇頭町山ノ神32-1

ITO　美容室 岡崎市栄町1ｰ13ｰ3

Cor hair（コルヘア） 岡崎市洞町西五位原1-1

furico natural hair life（フリコ） 岡崎市欠町金谷26-1　星野マンション4

HAIR'X 岡崎市大平町字南田潰22

HAIR&ESTHE Aqua Jam 岡崎市欠町字金谷４

美容室　JIN 岡崎市若宮町1ｰ36

ANTENA Links 岡崎市洞町字西浦13ｰ1

スミレ　美容室 岡崎市大平町辻杉9ｰ1

みつえ　美容室 岡崎市丸山町白羽根15ｰ1

フェアリー 岡崎市美合町生田292



d-style 岡崎市庄司田1-3-16　TYビル1F

小栗　美容室 岡崎市針崎町東カンジ37

総合美容サロン　あづさ 岡崎市若松町東2-4-3

daytime beauty club LOOP 岡崎市柱曙2-2-1

AVANTI 岡崎市羽根東町3-3-6

クリエイティブヘア　吟遊詩人 岡崎市羽根北町5-7-3

えみ　美容室 岡崎市柱町福部池41

美容室スクラッチ 岡崎市上六名1-2-25

Cutstudio PartⅡ 岡崎市羽根町字北ノ郷57-1

ファッションヘアーかわい 岡崎市羽根町若宮18-11

RAY Field　岡崎店 岡崎市真宮町2-7

GOTTO flow 岡崎市上六名町字林21-1

HAIR Cherir（シェリール） 岡崎市六名本町20-10

Juzell（ジュゼル） 岡崎市六名本町1-1

スパイスヘッズ六名店 岡崎市上六名4-2-6

フィル　ミッション 岡崎市三崎町3-1

シスター　美容室 岡崎市戸崎元町7-6

ビューティーサロンアキ 岡崎市天白町字郷西20-1

ヘアメイク・エアー 岡崎市六名東町2-1　103

みどり　美容院 岡崎市上六名3-1-17

美容室　アムール 岡崎市六名3-1-13

HAIR CREATE CLEAR（クリア） 岡崎市錦町9-10

CRUISE LINE 岡崎市末広町3-8

さろんど・ゆき 岡崎市三崎町8-14

モノ・メゾン 岡崎市井田西町2-13　ラ・ブランビル2F

HAIR CLUB DINO 岡崎市日名西町1-13

ペールノエル 岡崎市板屋町164-2

SAVOR 岡崎市錦町6-11



美容室　オブジェ 岡崎市中島町字明生池6-1

美容室ゴット 岡崎市中島町字中道25-1

ガレリアエレガンテ　竜美ヶ丘 岡崎市竜美南2-5-6

ヘア・クリニックサロン　サニー 岡崎市中島町上町27-1

かよ　美容室 岡崎市中島町上町78-6

ヘアメイクEARTH 岡崎市戸崎町牛転14-207

McQ the hilltop okazaki 岡崎市明大寺町大圦1-37

BEAU reve（ヴォーレヴ） 岡崎市不吹町1-158

ヘアーラピス　エクア 岡崎市戸崎町藤挟み36-1

ギブソンズ　サンタクララ 岡崎市戸崎町外山38-5　イオンモール岡崎3F

美容室エルロード 岡崎市戸崎町外山38-5　イオン岡崎西武3F

美容室リカキッズクラブ 岡崎市戸崎町外山38-5　イオン岡崎西武4F

CHE-VEUX　光ヶ丘 岡崎市戸崎町字牛転10-16

Beniya BOND STREET 岡崎市大西町南ケ原32-3

美容室　ヘアポート 岡崎市竜美旭町11-17

PARAISO halekulani 岡崎市明大寺町字大圦69-1

美容室セリオ 岡崎市竜美南3-2-6

ba sho（バショウ） 岡崎市若松東1-2-5　ハビット若松東Ⅱ

silva（シルウァ） 岡崎市若松町横手8-1

かわい　美容室 岡崎市戸崎町辻３

髪処はしら 岡崎市柱町字上荒子8-3　NSビル1F

HAIRCREATE CLEAR due 岡崎市羽根町字若宮10-1

MOPUP zoetrope 岡崎市若松東1-5-8

JEWELRY HAIR 岡崎市若松東1-8-23

ヘア　ヴィーゴ 岡崎市羽根町陣場297

AGLAIA-Hair 岡崎市柱曙1-3-9

サルバトーレ 岡崎市若松町宮前34-3

（有）ミュゼ　柱 岡崎市柱曙2-8-12



ヘアー　ラピス 岡崎市上地2-41-7

ヘアーアンク　ボレロ 岡崎市福岡町字堂ノ後29-3

passer☆piece（パセピエス） 岡崎市上地5-22-5

Hair's inc 風景 岡崎市福岡町字四反田19-1

美容室オブジェ上地店 岡崎市上地6-31-8

ヘアーサロン　エアル 岡崎市上地6-1-26

ゆたか　美容室 岡崎市福岡町西ノ切5-4

美容室　たむら 岡崎市若松町西荒子51-7

ビューティーサロンフクオカ 岡崎市福岡町字新町39-1

ホシノ　美容室 岡崎市上地町宮脇15-2

ヘアーサロン　和合 岡崎市上地5-21-4

HAIR&MAKE  Scene841 岡崎市上地4-12-1

SURA 岡崎市井内町字北浦48-1

美容室mimpi（ミンピ） 岡崎市牧御堂町字炭焼25

Kiitos（キートス） 岡崎市上和田町字南天白27-3

美楽 岡崎市赤渋町字野中29

Luce（ルーチェ） 岡崎市柱4-3-17

hairwork　トランスパラス 岡崎市井内町字下堤15

美容室　BE-BORN 岡崎市柱町字高木7-2　アクティブ72　1F

femme 岡崎市羽根西1-6-4

ヘアーメイクサロン　kamifusen 岡崎市柱町4-8-2

美容室　くれよん 岡崎市法性寺町字池田19-5

美容室　ソフィア 岡崎市法性寺町字猿待23-2

美容室　しゃるむ 岡崎市柱4-3-9

Recoru hairdesing 岡崎市国定町西大坪28-6

RECIEL（リシェール）岡崎店 岡崎市下青野超花ノ木34-1

株式会社ミラートーク 岡崎市井内町手保8-1

ゴットイズム 岡崎市土井町西社口7-1



美容室　アント 岡崎市河原町12-24

おしゃれサロン　アルファ 岡崎市東蔵前1-6-3

美容室　こんどう 岡崎市細川町権水109

カーリー　美容室 岡崎市真福寺町字中ノ坂65

恵美　美容室 岡崎市東蔵前町字木平14-8

ヘアー　シェーン 岡崎市上地2-18-2

ビューティーハウスみっきー 岡崎市仁木町字東郷88-3

ビューティーサロンなかしま 岡崎市細川町字窪池77-205

krew 岡崎市東阿知和字宮前27-1

美容室TinyTiny 岡崎市西蔵前町1-3-7

美容室RAF 岡崎市百々町東側28

cuore HAIR DESIGN 岡崎市河原町5-3

LUCIDO STYLE Cube 岡崎市百々西町12-25

Nice Time（ナイスタイム） 岡崎市桑原町字稲場47-2

Quatre（カトル） 岡崎市百々西町12-1

SARA SO-JU ACHIWA 岡崎市東阿知和町北山34-12

ビューティーサロン　キャビン 岡崎市大樹寺3-20-4

ビューティーサロンオカダ 岡崎市上里2-15-11

アステリア 岡崎市上里2-5-12　シャレーエスプリ103

la cherie（ラシェリー） 岡崎市大門5-1-15

arms Cube（アームズキューブ） 岡崎市大樹寺3-19-12

Hair LulLuce（ラルーチェ） 岡崎市井ノ口新町10-2　106

Likeit（リケイト） 岡崎市上里2-6-16

EyeLashSalonVivi（ヴィヴィ） 岡崎市上里2-20-19　ASKBLD102

ビューティショップ・モア 岡崎市真伝町続木屋敷6-7

ビューティーサロン　タカシ 岡崎市堂前町1-9-6

美容室　エトワール 岡崎市鴨田町田起64

（有）カットスタジオ　ふくた 岡崎市鴨田町田起64



クリエイティブ　コリドール 岡崎市井田町4-263

美容室　ゆき 岡崎市寿町13-20

美容室　FAS 岡崎市寿町13-13

パーマサロンうちだ 岡崎市鴨田町北浦6-2

（有）さろんど・きよし 岡崎市鴨田本町7-10

hair&space Book 岡崎市堂前町1-110-17

セリオ　稲熊 岡崎市稲熊町2-79-5

サカイ　美容室 岡崎市鴨田町山ノ圦55

美容室　ネオルージュ 岡崎市稲熊町大岡作38

ノア　美容室 岡崎市井田町字荒居100

ビューティーサロン・ソノ 岡崎市元能見町151

園　美容室 岡崎市伊賀町南郷中15-1

CHER（シェール） 岡崎市伊賀町2-1

HAIR MAKE Cube 岡崎市井田町字南16-3

casita（カシータ） 岡崎市鴨田町字深田22-1

ピュアルージュ 岡崎市石神1-2

美容室エリ 岡崎市井田町1-28

（有）ミュゼ井田店 岡崎市井田町1-23

レイフィールド岡崎稲熊店 岡崎市稲熊町2-72-5

小百合　美容室 岡崎市元能見町194-1

マリヤ　美容室 岡崎市福寿町1-20

美容室　ピ－クハウス 岡崎市能見町101-1

MOP-UP 岡崎市能見町266-1

ミヤコ　美容室 岡崎市能見通1-43

美容室　far 岡崎市本町通3-44

サン　美容室 岡崎市魚町1-13

美容室　えるそん 岡崎市材木町2-64

美容室　マダム・オリーブ 岡崎市東能見18



BoB world of Gaudii 岡崎市欠町三田田北通22　イーストガーデンバラ館

サロンドもんぜん 岡崎市門前町1-29

アレキサンドル 岡崎市伝馬通5-35

サロンド・ビホロ中町 岡崎市中町5-2-16

美容室　オータム 岡崎市欠町三田田北通18-1　ビバエスペランサ

インティモッコラボラーレ　ボナミ 岡崎市小呂町字2-8-1

美容室　fuga 岡崎市小呂町字2-99-3

fustener（ファスナー） 岡崎市伝馬通5-20

（有）サロン・ド・ビホロ 岡崎市祐金町1-1

HAIR MAKE　さかべ 岡崎市伝馬通2-56

がぁーる＆がぁーる 岡崎市伝馬通1-11

しほ　美容室 岡崎市六地蔵町1-30

美容室　クリップアミュー 岡崎市篭田町12

美容室　やまだ 岡崎市篭田町15

EST（エスト） 岡崎市六供町3-21

カットスタジオ　シバタ 岡崎市稲熊町4-12-6

トキワ　美容院 岡崎市六供町4-4-1

アキ　美容室 岡崎市六供町字清水18

美容室BE-CRAFT 岡崎市康生通西2-30

うぐいす美容院 岡崎市康生通西2-27

（有）アレキサンドル 岡崎市連尺通3-1

ヨツヤ　美容院 岡崎市康生通東2-39

美容室　ダイアナ 岡崎市康生通西2-20-2　シビコ3F

ビューティーサロン　キクオカ 岡崎市康生通南2-26

ヘアメイクF 岡崎市康生通東2-27-2

ブランペシェ 岡崎市康生通東2-7　アットワンビル2F

ビューティーサロン　アサオカ 岡崎市明大寺本町4-17

ビューティーサロン　イナバ 岡崎市明大寺本町4-28



ビューティー　ユキ駅前店 岡崎市明大寺本町4-57

美容室　リセ・オリーブ 岡崎市明大寺本町4-70

かよ子　美容室 岡崎市明大寺町字衣下道87-4

メリー　美容室 岡崎市大西3-1-12

みち　美容室 岡崎市大西1-12-31

美容室　METRO-メトロ-HAIR 岡崎市明大寺町荒井32-2

（有）ミュゼ　大西 岡崎市大西3-3-1

カトウ　美容室 岡崎市明大寺町諸神53

美容室ビッテ・ビッテ 岡崎市明大寺町西郷中32-39

アトリエ・アンジェリーク 岡崎市明大寺町字西郷中39-101

アトリエ　Be　さふーあ 岡崎市南明大寺町2-2

美容室　サージュ 岡崎市明大寺町字長泉9-2


